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はじめに 

 

ハンセン病患者に対する隔離政策が９０年間も続けられてきた我が国では，

ハンセン病患者は，著しい偏見・差別を受け，基本的人権が侵害され，個人の

尊厳が冒されてきました。そのような差別と人権侵害は，司法の場においても

見られ，ハンセン病患者は，ハンセン病療養所，刑事収容施設等に特別に設置

された法廷（ハンセン病隔離法廷）において，非人間的な差別的取扱いを受

け，司法自身が，ハンセン病に対する偏見・差別を作出・助長してきました。 

２００１年５月，熊本地裁が強制隔離政策について違憲判決を下し，政府・

国会が謝罪をした後，当連合会も，同年１１月の第４４回人権擁護大会（奈

良）において，ハンセン病患者への人権侵害を見過ごし，人権救済申立事件へ

の対処が遅延したことについて謝罪するとともに，国に対し，謝罪・名誉回

復，在園保障，社会復帰支援，真相究明，再発防止等，ハンセン病問題の早期

かつ全面的な解決を図るよう強く要望する特別決議を採択しました。 

しかし，ハンセン病隔離法廷問題については，厚生労働省が設置した「ハン

セン病問題に関する検証会議」最終報告書（２００５年３月）がこれを取り上

げ憲法違反と断じたにもかかわらず，裁判所・検察庁及び弁護士会ともに調査

検証に着手することなく，法曹の責任は明らかにされませんでした。 

２０１３年１１月，全国ハンセン病療養所入所者協議会等が最高裁判所に対

し，ハンセン病特別法廷の調査検証を要請したことから，ようやく最高裁判所

事務総局は調査に着手し，２０１４年５月，調査報告書を公表して，ハンセン

病患者に対する差別的取扱いであったことを認め，ハンセン病に対する偏見・

差別を助長したことを反省し，ハンセン病元患者・家族に対し謝罪しました。 

他方，当連合会でも，２０１５年８月，上記元患者団体からハンセン病隔離

法廷に関して人権回復措置を関係機関に働きかけるよう要請を受けたことか

ら，当連合会人権擁護委員会内で調査を開始し，２０１６年７月には，シンポ

ジウム「隔離法廷と法曹の責任」を開催するとともに，関係資料の収集，ハン

セン病療養所の現地視察，元患者・関係者の方々からのヒアリング等の調査を

行いました。その調査結果を踏まえ，２０１７年１０月には，第６０回人権擁

護大会（滋賀）において，ハンセン病隔離法廷の違憲性を指摘するとともに，

当連合会の対応の遅れを反省して，ハンセン病元患者・家族に謝罪し，関係機

関に対し，人権回復措置を講じるように求める特別決議を採択しました。 

また，当連合会では，同人権擁護大会特別決議以後も，調査検証作業を続

け，厚生労働省・最高裁判所からの開示資料等の検討も踏まえて，本調査報告

書をまとめるに至りました。 



ハンセン病隔離法廷は，司法の場においてなされた，司法によるハンセン病

患者に対する人権侵害であり，裁判所・検察庁・弁護士会及び法務省は，ハン

セン病隔離法廷問題について，それぞれの立場で責任を負っています。 

当連合会も，ハンセン病隔離法廷問題を貴重な教訓として，人権感覚を研ぎ

澄ませ，人権侵害を座視するような同じ過ちを繰り返さないように，基本的人

権の擁護という弁護士・弁護士会の責任を果たすことを決意します。 

本調査報告書が，関係者・一般市民の方々がハンセン病隔離法廷問題を考え

る上で，少しでもお役に立てれば幸いです。                       

 

２０２０年３月 

 

日本弁護士連合会人権擁護委員会 

委員長  松  本  隆  行 
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第１節 調査の経緯 

 

第１ 当連合会による調査の契機 

   ２０１５年（平成２７年）８月７日，全国ハンセン病療養所入所者協議会（全

療協）及び「らい予防法」違憲国賠訴訟全国原告団協議会（全原協）から，日

本弁護士連合会宛て，ハンセン病「特別法廷」の違憲性を検証し，必要な人権

被害回復がなされるよう関係各機関に対し働きかけることを求める要請書が

提出された。 

   それを受けて，当連合会人権擁護委員会第４部会（医療部会）が担当して，

調査を開始することとなった。 

第２ 調査の経緯・内容 

 １ 資料収集 

   まず，公刊物等について資料収集を行うとともに，ハンセン病療養所・同自

治会収蔵資料の提供を受けるなどした。 

   公刊物等については，ハンセン病問題全般について，大谷藤郎「らい予防法

廃止の歴史」，「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟の熊本地裁判決，「ハン

セン病問題に関する検証会議」 終報告書（以下「検証会議報告書」という。），

内田博文「ハンセン病検証会議の記録」，「ハンセン病問題に関する検証会議

の提言に基づく再発防止検討会」報告書，熊本県「無らい県運動」検証報告書

などを中心に参照し，特に医学的知見については，斉藤肇ほか編「ハンセン病

医学」，牧野正直ほか編「総説現代ハンセン病医学」，国立感染症研究所ハン

セン病研究センター・日本ハンセン病学会の各ホームページなどを中心に参照

した。 

   ハンセン病療養所・同自治会収蔵資料については，主に菊池恵楓園「社会交

流会館」収蔵資料（ 高裁判所提供資料及びそれ以外の収蔵資料）・同自治会

収蔵資料を中心に参照した。 

  （文献一覧は，第１部末尾参照） 

 ２ シンポジウム・有識者意見聴取 

   上記資料収集・調査を続行している中，２０１６年（平成２８年）４月２５

日， 高裁判所事務総局「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査

報告書」（以下「 高裁報告書」という。）が公表された。この 高裁報告書

を踏まえ，当連合会は，同年７月１９日，シンポジウム「ハンセン病隔離法廷

と司法の責任－ハンセン病療養所入所者に対する『特別法廷』を考える」を開

催することとした。 
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   同シンポジウムでは，「菊池事件」を題材にした映画「新・あつい壁」を上

映して，ハンセン病隔離法廷の実態を確認するとともに， 高裁報告書の分析，

菊池恵楓園入所者３名の聴取報告を行うとともに，研究者（内田博文九州大学

名誉教授），弁護士（徳田靖之「らい予防法」違憲国賠訴訟西日本弁護団代表・

菊池事件再審弁護団代表），報道関係者（三木賢治・元毎日新聞編集委員）に

よるパネルディスカッションを通じて，有識者意見の聴取を行った。 

 ３ 各弁護士会への調査依頼 

   また，２０１６年（平成２８年）１２月，当連合会は，各弁護士会に対し，

ハンセン病隔離法廷に関与した刑事弁護人の調査依頼を行った。 

   それに対し，福岡県弁護士会から，菊池医療刑務支所における刑事弁護を担

当した弁護人（故人）の回顧録（書籍）及び菊池医療刑務支所における刑事裁

判を直接担当した元裁判官（現弁護士）に対する聴取報告書が提出された（資

料編第５節に掲載）。他の弁護士会からは，特段有益な情報は得られなかった。 

 ４ 関係機関への資料開示請求 

   ２０１６年（平成２８年）１２月から２０１７年（平成２９年）１月にかけ

て， 高裁判所， 高検察庁，厚生労働省及び法務省にハンセン病「特別法廷」

に関する資料提供についての依頼を行った（なお， 高裁判所に対しては司法

行政文書の開示請求を行い，厚生労働省に対しては行政文書の開示請求を行っ

た。）。 

   関係機関の対応は，次のとおりである。 

（１） 高裁判所 

高裁判所からは，まず，２０１７年（平成２９年）２月３日， 高検察

庁が 高裁判所に提供した資料（開廷場所指定に関する調査結果一覧表）の

みが開示された後，文書開示時期の延期が繰り返され，２０１８年（平成３

０年）５月１１日，開示予定文書の一部（ 高裁判所が各高等裁判所から報

告・収集した文書，厚生労働省から収集された文書等）が開示された。その

後も文書開示時期の延期が繰り返され，２０１９年（令和元年）８月８日，

高裁判所内部の保管資料， 高裁調査報告書を作成した調査委員会（以下

「 高裁調査委員会」という。）が現地訪問調査した際に収集した資料，

高裁調査委員会による関係者への聴取報告書等が開示され， 高裁判所から

の文書開示が終了した。 

 （２） 高検察庁 

 高検察庁は，資料開示を拒否した（ただし，上記（１）のとおり， 高

検察庁が 高裁判所に提供した開示資料中に 高検察庁が作成した調査結果
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一覧表が含まれている。）。 

（３）厚生労働省 

    厚生労働省からは，同省が 高裁判所に提供した資料一式，すなわち，開

廷場所指定に関する裁判所とハンセン病療養所との連絡文書，園内での裁判

の経緯・状況等に関する資料などが開示された。 

 （４）法務省 

法務省からは，菊池医療刑務支所の開設・管理に係る論文等の公刊物のみ

が開示された。 

 ５ 現地視察・入所者聴取 

   ２０１７年（平成２９年）１月１２日，１３日，当連合会人権擁護委員会（医

療部会委員）は，菊池恵楓園・菊池医療刑務支所跡の現地視察及び入所者聴取

を行った（本調査報告書の第３部として現地調査報告書を掲載している。）。 

第３ 調査の遅延 

   当連合会の本調査報告書は， 初のハンセン病隔離法廷指定（１９４８年）

から７２年， 後のハンセン病隔離法廷指定（１９７２年）から４８年，らい

予防法廃止（１９９６年）から２４年，熊本地裁違憲判決及び当連合会による

ハンセン病元患者に対する人権救済措置が遅延したことに対する謝罪決議（２

００１年）から１９年，ハンセン病隔離法廷の違憲性を指摘した検証会議報告

書（２００５年）から１５年が経過した。 

このような時間の経過のため，関係資料の散逸，関係者の死亡等によって，

正確な調査が困難な状況となった。 

   このように当連合会の調査が著しく遅延し，正確な調査が困難な状況を招い

たことについて，ハンセン病患者･元患者及びその家族など関係者の皆様方に

深くお詫び申し上げる。 
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第２節 事実経過（歴史的経緯・実態に関する考察） 

 

 第２節では，まず，ハンセン病に関する強制隔離政策・絶対隔離絶滅政策の歴史

的経緯（第１），医学的知見の歴史的経緯（第２），人権侵害・差別被害（第３）

を概観した後，「ハンセン病隔離法廷」に関して，設置・運用の経緯（第４），法

令上の根拠・解釈（第５），「隔離法廷」の実態（①菊池事件（第６），②菊池医

療刑務支所（第７），③厚生労働省開示資料の概要・検討（第８））， 高裁判所

開示資料の概要・検討（第９），熊本地裁違憲判決・検証会議報告書（第１０）に

ついて概観・考察していく。 

 

第１ 強制隔離・絶対隔離絶滅政策の歴史的経緯 

 １ 戦前の経緯 

 （１）強制隔離政策の開始 

    １８９７年（明治３０年），第１回国際らい会議（ベルリン）において，

ハンセン病の伝染説が国際的に確立された。 

    日本では，近代化政策が進められ，外国人が自由に日本国内に居住できる

「内地雑居」が認められる中，国家の体面上，浮浪する多数のハンセン病患

者は文明国として不名誉・国辱であり（国辱論），浮浪患者を徹底的に取り

締まる必要があると考えられた。 

    そこで，１９０７年（明治４０年），法律「癩予防ニ関スル件」（明治４

０年法律第１１号）が制定され，浮浪患者を対象としたハンセン病患者に対

する強制隔離が始まり，全国５区の公立（府県立）療養所が設置された（所

長は警察官）。 

 （２）懲戒検束権付与 

    「癩予防ニ関スル件」による強制隔離政策開始後，療養所内の秩序維持と

犯罪を犯す患者の懲戒が必要という考えの下，光田健輔（上記の全国５区の

療養所の一つである全生病院の当時の院長）が政府に意見書を提出したこと

を契機に，１９１６年（大正５年），「癩予防ニ関スル件」が一部改正され

（大正５年法律第２１１号，同年内務省令第６号），療養所長に懲戒及び検

束の権限を付与し（譴責・謹慎・減食・監禁），各療養所に患者を収容する

ための監房が設置されることとなった（施行細則制定は１９１７年）。 

    これにより，療養所長が，（司法手続とは無関係に）秩序維持のために恣

意的に患者に懲罰を科すことができるようになった。 

 （３）断種・人工妊娠中絶 
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    さらに，光田健輔（全生病院長・当時）は，優生思想を背景として，療養

所内の秩序維持の観点から，１９１５年（大正４年），結婚を許す条件とし

て男性の断種手術を実施し始め，その後，全国の療養所でも断種手術が実施

されるようになっていった。また，妊娠した女性に対しても人工妊娠中絶が

実施されるようになった。 

    しかし，遺伝病ではないハンセン病患者に断種手術をすること自体，矛盾

しており，１９４０年（昭和１５年）に成立した国民優生法においても，ハ

ンセン病は対象とされておらず，ハンセン病患者に対する断種は明らかに違

法であったが，これが社会的に問題視されることはなかった。 

 （４）絶対隔離絶滅政策の開始 

    １９３０年（昭和５年），内務省衛生局は，「癩の根絶策」を発表し，「癩

を根絶し得ないようでは，未だ真の文明国の域に達したとは言え」ず，「癩

を根絶する方策は唯一」「癩患者を悉く隔離して療養を行えばそれでよい。

外に方法はない。」などとした。 

    日本は，軍国主義・富国強兵政策を強める中，民族浄化論・優生思想が高

まっていた社会的背景の下で，１９３１年（昭和６年），「癩予防法」（旧

法）が制定され，全てのハンセン病患者を終生隔離して，患者を絶滅させる

「絶対隔離絶滅政策」が遂行されていった。 

    そのような中，１９３０年（昭和５年），初の国立療養所である長島愛生

園が開設され，１９３２年（昭和７年），栗生楽泉園が開設されるなど，そ

の後も，国立療養所が開設されていった。 

 （５）戦前の「第１次無らい県運動」 

    また，ハンセン病患者の「絶対隔離絶滅政策」の下，地域社会から全ての

患者をなくすという官民一体の「無らい県運動」が展開された。 

    「無らい県運動」は，１９２９年（昭和４年）に始まった愛知県の民間運

動が発端となったが，１９３１年（昭和６年）の癩予防法制定後には様相が

変化し，全国的に強制収容が徹底・強化されるようになり，戦時体制の下，

国策遂行の一環として予防対策が進められ，１９３６年（昭和１１年），内

務省は，全国衛生部長会議とらい療養所長の合同会議で，「病床１万床計画」

を発表し，未収容患者の収容に努めるように指示し，１９４０年（昭和１５

年），厚生省（１９３８年に内務省から分離）は，各都道府県に対し「患者

収容の完全を期せんがためには，いわゆる無らい県運動の徹底を必要なりと

認む。」と指示した（同年には，熊本県本妙寺部落で強制収容が行われ，１

５７名が検挙された）。 
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    無らい県運動の徹底的な実施は，ハンセン病が恐ろしい伝染病であるとい

う偏見を社会に根付かせた。 

 （６）栗生楽泉園「特別病室」（重監房） 

    特に厳重な懲罰が必要と判断された患者を監禁するため，１９３８年（昭

和１３年），栗生楽泉園に「特別病室」（通称「重監房」）が設置された。 

    １９３８年（昭和１３年）から１９４７年（昭和２２年）までの約９年間

で，延べ９３名が収監され，そのうち２３名が亡くなったと言われている

（「重監房資料館」ホームページより）。厳重な施錠がなされ，光も十分に

差さず，冬期には気温がマイナス１７度まで下がるという極めて過酷な環境

で，全国の療養所で不良患者と見なされた入室者の監禁施設として利用さ

れ，監禁期間も 長で１年半にも及び，懲戒検束権の運用が極めて恣意的に

行われており（熊本地裁判決・第四章第二節第二「一 栗生楽泉園特別病室

事件の発覚」参照），正式な裁判によらずに収監された患者の人権は完全に

無視されていた。 

 ２ 戦後（「らい予防法」制定前）の経緯 

 （１）栗生楽泉園特別病室事件の発覚 

    １９４７年（昭和２２年）８月，群馬県で行われた参議院議員補欠選挙に

際し，日本共産党の遊説隊が栗生楽泉園に入ったことなどが契機となって，

栗生楽泉園の「重監房」の人権侵害の実態が報道され（「栗生楽泉園特別病

室事件」と呼ばれている。），国会でも取り上げられた。「裁判もなしに行

われる療養所内の懲戒検束は，それ自体が人権侵害であるのに，それがいと

も手軽に行われていたことが明るみに出た」（大谷藤郎「らい予防法廃止の

歴史」１４６頁）ことから，厚生省・国会の調査団が現地派遣され，同年１

１月，政府はその実態を明らかにし，「重監房」は廃止されることとなった。 

 （２）特効薬「プロミン」の登場 

    １９４３年（昭和１８年），米国で特効薬「プロミン」の有効性が発表さ

れ，１９４６年（昭和２１年），日本でもプロミンの治験が始まり，１９４

７年（昭和２２年），日本らい学会で治療効果が発表された。１９４８年（昭

和２３年），患者らによるプロミン獲得運動が始まり，衆議院厚生委員会で

も厚生省医務局長はプロミンによる治療対策を立てる旨答弁し，１９４９年

（昭和２４年）度予算で，患者のほぼ要求どおりに予算化が実現するに至っ

た。 

 （３）戦後の「第２次無らい県運動」・増床計画 

    厚生省は，１９４７年（昭和２２年），各都道府県に対し「無らい方策実
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施の件」を通知し，また，１９４９年（昭和２４年），公衆衛生局長通達「昭

和２５年度のらい予防事業について」により，患者収容の徹底を図った。同

年，全国療養所長会議は「第２次無らい県運動」の実施を決定し，戦後の「第

２次無らい県運動」が進められ，各地方自治体ではハンセン病患者数を確認

し，入所勧奨が進められていった（戦前の警察に代わり，保健所の医師・保

健婦の「善意」が，衛生警察の権力以上に全患者収容に威力を発揮した。）。 

    １９５０年（昭和２５年），厚生省は，全国らい調査を実施したところ，

未登録患者を含めた患者数が約１５，０００人と推定され（入所患者約１万

人），１８９０年（明治３３年）の調査（患者推定総数約３万人。なお，把

握漏れも相当あると思われる。）と比較すると，５０年間で患者数が半数な

いしそれ以下に減少し，有病率は人口１万人当たり６．９２人（１８９０年）

から１．３３人（１９５０年）と約５分の１となっていたことが明らかとな

った。 

    しかし，厚生省は，全てのハンセン病患者を療養所に入所させる方針の下，

１９４９年（昭和２４年）度から１９５３年（昭和２８年）度までに５５０

０床の増床を実現し，未登録患者を含むほぼ全ての患者収容を可能とした

（特に菊池恵楓園では，１９５１年（昭和２６年），１，０００床が増床さ

れ，熊本県で強制収容が強化されたことが契機となって，一家心中事件など

が起こった。また，同年，菊池事件（第６で後述）の被告人Ｆ氏は，入所勧

告を受け，強制収容された。）。 

 （４）優生保護法 

    １９４８年（昭和２３年），優生保護法が制定された際，戦前の国民優生

法でも対象とされていなかったハンセン病が新たに対象として追加された

（優生保護法３条１項３号）。 

    １９４９年（昭和２４年）以降，（１９９６年（平成６年）の優生保護保

法の廃止（改正）までの間に）ハンセン病を理由とした優生手術は１４００

件以上，人工妊娠中絶は３，０００件以上に上る。 

    ハンセン病は，遺伝病ではなく，医学的根拠もないにもかかわらず，優生

手術を行うことは，全く不必要･不合理な著しい人権侵害であった。 

    結局，戦後も，優生思想の下で，ハンセン病患者の絶滅政策として，ハン

セン病患者に対する優生手術・人工妊娠中絶手術が継続されたが，これが社

会的に問題視されることはなかった。 

 ３ 「らい予防法」（新法）制定までの経緯 

 （１）全患協の発足・患者運動 
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    １９４８年（昭和２３年），５つの療養所（星塚・菊池・駿河・栗生・松

丘）に患者連盟が発足した後，１９５１年（昭和２６年），「全国国立らい

療養所患者協議会」（全らい患協）が発足し（１９５２年（昭和２７年），

「全患協」に名称変更），政府に対し，癩予防法による厳しい諸制限の撤廃

などの請願・運動が活発となっていった。 

    １９５２年（昭和２７年），全患協は，厚生省に対し，懲戒検束権・強制

収容の廃止などを求める癩予防法改正試案を提示した。これについて，大谷

藤郎は「当時の国際的医学的見解にも合致しており正義にかなうものであっ

た。」と評価している（大谷藤郎「らい予防法廃止の歴史」１４９頁）。 

 （２）懲戒検束権に関する政府答弁 

    懲戒検束権に関して，政府（佐藤藤佐法務府刑政長官）は，新憲法下にお

いても，「癩予防法」上の懲戒検束権は適法である旨答弁した（１９５０年

（昭和２５年）３月１７日衆議院厚生委員会）。 

    １９５０年（昭和２５年）２月，厚生省医務局長・公衆衛生局長は，法務

府と 高検察庁の見解として，各療養所長に対し，懲戒検束規定は違憲では

なく，「公共の福祉のためのやむを得ない措置」であるとの通知も行った。 

 （３）「三園長証言」 

    １９５０年（昭和２５年），栗生楽泉園内の入所者間の殺人事件が衆議院

厚生委員会（１９５０年（昭和２５年）２月１５日）で取り上げられ，光田

健輔（長島愛生園長・当時）は，患者取締の強化を訴えた。 

    癩予防法改正が国会で議論された際，１９５１年（昭和２６年）１１月６

日，参議院厚生委員会（らい小委員会）では，ハンセン病療養所の三園長（長

島愛生園長光田健輔，多摩全生園長林芳信，菊池恵楓園長宮崎松記）は，以

下のように，未収容患者の強制収容を徹底するために癩予防法改正を訴えた

（資料編第１節「三園長証言」）。 

  ア 林芳信（多摩全生園長） 

    林芳信（多摩全生園長）は，隔離収容について，「大体１万５０００の患

者が全国に散在して，そのうち只今は約９０００名の患者が療養所に収容さ

れておりますから，まだ約６０００名の患者が療養所以外に未収容のまま散

在して」おり，「これらの患者は周囲に伝染の危険を及ぼしておる」ので，

「速やかにこういう未収容の患者を療養所に収容するように，療養施設を拡

張して行かねばならん」と述べ，治療について，「相当有効な薬ができまし

て」「大体必要量は供給されておって」「もう一歩進みますれば全治させる

ことができるのではないかと思う」と述べた。すなわち，プロミンの効果を
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評価するものの，ハンセン病隔離政策の転換は考えられていない。 

  イ 光田健輔（長島愛生園長） 

    光田健輔（長島愛生園長）は，強制収容に関して，「残っている患者を早

く収容しなければなりません」「強制的に癩患者を収容することが今のとこ

ろでは甚だそのようなところまで至っていない」，「特に法律の改正という

ようなことも必要がありましょう。強権を発動させるということでなけれ

ば，何年たつても同じことを繰返すようなことになつて家族内伝染は決して

やまない」，「手錠でもはめてから捕まえて，強制的に入れればいいのです

けれども，今のなんではそれがやりかねるのであります」「強制のもう少し

強い法律にして頂かんと駄目だと思います」と述べ，また，優生手術に関し

て，「治療もそれは必要でありまするが，私どもは先ずその幼児の感染を防

ぐため癩患者のステルザチョン（断種手術）ということも勧めてやらす方が

よろしい」と述べ，園内の秩序維持に関して，「逃走罪という一つの体刑を

科する」ことで患者への警告・罰則にすることを提案し，強制入所・断種・

懲罰の強化を訴えた。この訴えは，「らい予防法」制定に大きな影響を与え

た。 

  ウ 宮崎松記（菊池恵楓園長） 

    宮崎松記（菊池恵楓園長）は，強制収容に関して「癩の数を出しますこと

は古畳を叩くようなものでありまして，叩けば叩くほど出てくるのでありま

す。」「もう少し徹底的に叩けば出てくるのではないかと思います。」，「私

ども確信を以て患者の隔離を断行できるような理論的な裏付けをして頂き

たいと思います。」「徹底的にいわゆる完全収容，根本的に解決をして頂く

ということにして頂きたい」と述べて，明確な強制隔離規定を設けて徹底的

な患者収容を求めた。治療に関しては，特効的な治療薬により「医学的には

治癒することになりましても，社会復帰ができないということは，不治と同

じであります。」と述べて，医学的に治癒しても退所を認めないという方針

が示された。 

  エ 小括 

    このように「三園長証言」では，世界的な隔離政策の転換の方向性，特効

薬の登場，患者の基本的人権は無視され，逆に，戦後，衛生行政が警察から

分離されたことを背景にして，ハンセン病医学の権威者によって，絶対隔離

絶滅政策の強化が訴えられるという時代錯誤的な政策誘導がなされた。 

 （４）「癩予防法」の違憲性に関する政府答弁 

    その後，１９５２年（昭和２７年）１１月，「癩予防法」（旧法）につい
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て，人権を無視した極めて非民主的なものであるという長谷川保衆議院議員

の質問に対し，政府（吉田茂内閣総理大臣）は，同月２１日，憲法には抵触

しない旨答弁した。 

 （５）「らい予防法」反対闘争 

    １９５３年（昭和２８年），政府が旧法同様の隔離政策を継続する「らい

予防法」案を提出したことから，入所者らは，園内での総決起集会やハンガ

ーストライキ，厚生省前や国会議事堂前での座り込みなど，「予防法闘争」

と呼ばれる決死の抗議行動を続け，マスコミ報道もされていた（全国ハンセ

ン氏病患者協議会編「全患協運動史」５０～６２頁）。 

    そのような中，次のような「らい予防法」反対という投稿記事掲載もされ

ており，ハンセン病患者が「らい予防法」反対運動をしていたことは社会に

周知され，一般人の中にも「らい予防法」に反対する者が存在していたこと

が確認できる。 

    「ライ豫防法に反對」（「産業経済新聞」の投書欄「風」から） 

    「ライ予防法に反対して療養所の患者達がストを行っているとの記事を読

み，患者達の心中を考えると同情の念を禁じ得ません。 近めざましい医

学の進歩に伴い病気の感染経路が明らかになり幼時（ママ）の直接感染を

注意すれば今迄のような無意味な恐怖から救われるので喜んでおりました

所患者に対して何と冷たい法律が出てきたのでしょうか。現在必要以上に

ライ患者が恐れている民衆に厚生省で次の三点を啓蒙宣伝してくれること

をお願いします。一 ライの感染路が如何に小さいものであ（る）か。二 

ライは医学によって必ず治るものであること，三 ライは遺伝病でないこ

と。」（菊池恵楓園入園者機関誌「菊池野」第３巻第５号，１９５３年９

月） 

 （６）「らい予防法」（新法）制定 

    結局，ハンセン病が伝染し発病に至るおそれが極めて低い病気であるとい

う議論はほとんどなされないまま，政府・与党は，患者の隔離以外に予防方

法がないなどとして，１９５３年（昭和２８年）８月，「らい予防法」（新

法）が賛成多数で原案どおり可決され（日本社会党・共産党等は反対），同

月１５日公布された（弁護士会が反対運動を展開した形跡はない。）。 

    「らい予防法」（新法）制定の経緯について，藤野豊（歴史学者・ハンセ

ン病問題検証会議委員）は，患者自治会運動に対する共産党や社会党の影響

を懸念した「政府・厚生省の対応は，ハンセン病を巡る医療の問題ではなく

て，レッドパージという政治状況を受けてのものだった」と当時の政治的状
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況との関連性を指摘している（藤野豊「存在が許されなかった命の歴史」『９

０年目の真実』１２６頁）。 

 ４ 「絶対隔離絶滅政策」の継続 

   「らい予防法」（新法）制定により，旧法同様，全てのハンセン病患者を終

生隔離し，断種等により将来的に絶滅させることを目的とする，世界的に見て

も異常な「絶対隔離絶滅政策」が継続された。 

 （１）療養所内の状況 

   ア 退所制限・外出制限 

     法律上，退所規定は存在しなかった。 

     プロミンの治療効果により菌陰性者・治癒者が増加し，１９５１年（昭

和２６年）以降，軽快退所者が現れ始め，１９５６年（昭和３１年），厚

生省は「らい患者の退所決定暫定準則」を策定したが，退所基準は極めて

厳格であり，そもそも公表された退所制度ではなかった。 

   イ 外出制限 

     外出も，療養所長の許可がない限り，禁止され，違反者には罰則も科せ

られた。 

     １９５８年（昭和３３年）３月２８日，熊本簡易裁判所は，「農繁期に

約２か月間，一時帰省し，家事手伝いを済ませて帰園の途中，脱走患者一

斉検束の網にかかった菊池恵楓園の入所者に対し，無断外出の罪で科料５

００円を言い渡した」（内田博文「ハンセン病検証会議の記録」２６９頁）。 

   ウ 優生手術・人工妊娠中絶 

     優生手術（男性の断種等）・人工妊娠中絶手術も，優生保護法の下で継

続された。 

   エ 医療水準・住環境・患者作業 

     ハンセン病医学・医療自体も一般保健医療とは「隔離」され，療養所内

の医療水準は極めて低かった。 

     住環境も劣悪であり，恒常的な職員不足のため療養所の運営に関わる

様々な分野（治療・看護・給食・清掃・火葬・土木工事等）で患者作業が

行われた（世界と比較して，日本の患者の症状・後遺症が重いのは，患者

作業が原因とされている。）。 

 （２）外来治療制度の欠如 

    療養所以外の外来治療制度は認められず，治療を受けるためには療養所へ

入所しなければならなかった。 

 ５ 「らい予防法」廃止までの経緯 
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 （１）「らい予防法」の維持と弾力的運用 

    １９６３年（昭和３８年），入所者団体（全療協）は，厚生大臣に対し，

「らい予防法改正要請書」を提出し，「らい予防法の即時改正」を求めたが，

「らい予防法」廃止は困難という諦めや廃止後に療養を受ける根拠を失うこ

とに対する不安などから，改正の動きは起きなかった。 

    時代と共に，「らい予防法」を前提としつつも，その弾力的運用が図られ，

徐々に療養所内の待遇改善が図られていき，特に１９７２年（昭和４７年），

国立療養所課長に就任した大谷藤郎は，大蔵省との予算折衝に際し，「らい

予防法」の隔離条項の存在を強調し，これを利用することによって，処遇改

善に必要な予算を獲得し，医療・福祉等の処遇改善をさらに進めていった。 

    しかし，差別法である「らい予防法」は温存されたため，根本的な人権回

復には繋がらなかった。 

    この点，大谷藤郎も「厚生省でハンセン病問題に関わって努力してきたつ

もりだったが，肝心の人権侵害の大本であるらい予防法については手つかず

であった。だから自分がやってきたことは真の人間解放であったとは言え

ず，らい予防法の存続に手を貸して歴史の批判に耐えうるものではなかっ

た。間違っていたのだ。」と述懐している（大谷藤郎「らい予防法廃止の歴

史」２５６頁）。 

 （２）「らい予防法」廃止 

    １９９２年（平成４年）から，大谷藤郎（財団法人藤楓協会理事長・当時）

は，らい予防法を廃止しないことが患者差別の原因となっているという反省

から，全患協と「らい予防法」廃止に向けた協議を始め，１９９４年（平成

６年），らい予防法廃止を求める個人的見解を発表した。 

    それを受け，１９９４年（平成６年），全国国立ハンセン病療養所長連盟

が，１９９５年（平成７年），全患協・日本らい学会が，「らい予防法」の

廃止を求める意見書・宣言・決議を表明し，１９９５年（平成７年），厚生

省「らい予防法見直し検討会」がらい予防法廃止を提言するに至り，１９９

６年（平成８年）３月，「らい予防法」の廃止及び優生保護法のらい条項を

削除する「らい予防法の廃止に関する法律」が可決・成立した。 

第２ 医学的知見の歴史的経緯 

 １ 戦前の国際会議・海外の医学的知見 

（１）１９世紀までの遺伝説 

    第１回国際らい会議（１８９７年）で伝染説が承認されるまで，遺伝説が

支配的であり，元々，ハンセン病は伝染する病気であるとは認識されていな
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かった。 

    １８７３年（明治６年），ノルウェーの医師ハンセンが，らい菌を発見し，

１８７４年（明治７年），伝染説を発表後も，学会では承認が得られなかっ

た。 

 （２）第１回国際らい会議（１８９７年） 

    １８９７年（明治３０年），第１回国際らい会議（ベルリン）で，ようや

く伝染説が国際的に承認されたが，ドイツの細菌学者ナイセルは，伝染性は

顕著ではない旨述べている。 

    また，ハンセンは，全ての患者を隔離する「絶対隔離方式」ではなく，①

ハンセン病は一般清潔法の普及により予防できる，②隔離は故郷において十

分行われうる，③貧民で自宅隔離が不完全なときは国立病院に救護隔離する

必要がある，④隔離は浮浪患者等に対する強制隔離と他の者に対する任意隔

離の二本立てが必要である，という基本理念の「ノルウェー方式」を提唱し，

同会議において「ノルウェー方式」が推奨されると決議された（和泉眞蔵「医

学が解き明かした隔離政策の誤り」「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟西

日本弁護団編『９０年目の真実』８８，９０頁）。 

 （３）第２回国際らい会議（１９０９年） 

    １９０９年（明治４２年），第２回国際らい会議（ベルゲン）では，隔離

は患者の自発的施設入所が可能であるような状況（家庭への生活援助等）の

下で行うこと，隔離には家庭内隔離措置もあること，らい菌の感染力が弱い

ことなどが決議された。 

 （４）第３回国際らい会議（１９２３年） 

    １９２３年（大正８年），第３回国際らい会議（ストラスブルグ）では，

伝染性患者と非伝染性患者の予防対策を区別する考え方が提唱された。 

 （５）国際連盟らい委員会（１９３０年） 

    １９３０年（昭和５年）（「癩予防法」制定（１９３１年）の前年），国

際連盟らい委員会（バンコク）では，隔離はハンセン病予防の唯一無二の方

法ということはできないとして，予防対策としての治療の重要性が強調さ

れ，隔離は伝染のおそれのあると認められた患者にのみ適用すべきことが基

本方針に明記された。 

    また，上記委員会が１９３１年（昭和６年）に発行した「ハンセン病予防

の原則」では，感染性のない患者・発病初期の患者は，可能な限り，外来の

治療施設で治療されるべきであるとされた。 

 （６）第４回国際らい会議（１９３８年） 
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    １９３８年（昭和１３年），第４回国際らい会議（カイロ）では，隔離さ

れた患者の合理的退所期も保証されなければならない，感染のおそれについ

て「患者と共に働く者でも，感染に対し合理的注意を払えばほとんど感染し

ないという事実は歴史は示している」とされた。 

 （７）小括 

    以上のとおり，伝染説承認当時から，伝染性が微弱であることは確認され

ており，世界的には絶対隔離方式を採用せず，隔離対象者・入所期間を限定

し，外来治療を進めることが提唱されていた。 

 ２ 戦後の国際会議・海外の医学的知見 

 （１）スルフォン剤（プロミン等）の登場 

    １９４３年（昭和１８年），ファジェット（米国）は，プロミン等のスル

フォン剤の有効性に関する論文を発表し，ハンセン病は「治る時代」となっ

た。 

 （２）第２回汎アメリカらい会議（１９４６年） 

    １９４６年（昭和２１年），第２回汎アメリカらい会議（リオデジャネイ

ロ）では，スルフォン剤の治療効果が極めて画期的であること（４年で１０

０％軽快し，５０％以上が菌陰性となること）が高く評価をされた。 

 （３）第５回国際らい会議（１９４８年） 

    １９４８年（昭和２３年），第５回国際らい会議（ハバナ）でもスルフォ

ン剤の著効が確認され，ＤＤＳ（経口薬ダプソン）が少量で副作用を起こさ

ずに効果があることが報告された。 

    ハンセン病対策については，外来診療所はらい管理に欠くべからざる重要

性を持っていること，非伝染性患者は隔離することなく，一定の正規の監視

下に置くこと，療養所を退所できる社会復帰上の援助を与えることとされ

た。 

 （４）ＷＨＯ（世界保健機関）第１回らい専門委員会（１９５２年） 

    １９５２年（昭和２７年），ＷＨＯ（世界保健機関）第１回らい専門委員

会（リオデジャネイロ）では，スルフォン剤の治療効果が更に確実となり，

ＤＤＳも高い評価がなされたことを踏まえ，ハンセン病予防の考え方に大き

な転換が見られ，強制隔離は決して望ましいものではなく，これを認めると

してもごく限られた範囲に留めるべきとの考えが示され，伝染性患者に対す

る隔離の程度・強制力の度合い等は国・地方によって異なり，らいが流行地

でない場所や広がる傾向のない場所では届出制度を取って治療を行えばよ

く， 近の治療のめざましい効果を考えると，強制隔離の実施は再考慮を必
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要とするなどと報告された。 

 （５）第６回国際らい会議（１９５３年１０月） 

    １９５３年（昭和２８年）１０月，第６回国際らい会議（マドリッド）で

は，全ての病型を含めた治療においてスルフォン剤の効力は確定的となって

きており，一般公衆保健活動をハンセン病にも適用すべきことが強調され

た。 

 （６）ＭＴＬ国際らい会議（１９５３年１１月） 

    １９５３年（昭和２８年）１１月，英国ＭＴＬ（Mission to Lepers）・米国

ＡＬＭ（American Leprosy Mission）（世界各地に医師・看護師・牧師などを

派遣し，広く「救らい事業」を進めてきた団体）合同の国際らい会議（ラク

ノー）では，ハンセン病医学の世界的権威が集い，強制収容を廃止して，施

設入所者患者の合意の下で行うこと，施設入所は治療を目的とした一時的な

ものとし，軽快者を速やかに社会復帰させること，外来治療の場で引き続き

十分な治療を行うことが強調された。 

 （７）ＷＨＯ（世界保健機関）編「近代癩法規の展望」（１９５４年） 

    １９５４年（昭和２９年），ＷＨＯ（世界保健機関）「近代癩法規の展望」

では，「たとえば結核よりも伝染性がずっと少ない」「衛生上の初期的規則

が守られている処では，療養所の職員には伝染の危険はほとんどないし，こ

のことは癩患者の配偶者にも当てはまる」としている。 

 （８）らい患者救済及び社会復帰国際会議（ローマ会議）（１９５６年） 

    １９５６年（昭和３１年），マルタ騎士修道会の国際会議（ローマ会議）

では，「らいは伝染性の低い疾患であり，かつ治療しうるものである」とし

て，結核など他の伝染病患者と同様に取り扱い，全ての差別法は廃止される

べきこと，入院加療は，特殊医療・外科治療を必要とする病状の患者のみに

制限し，治療が完了したときに退院させるべきこと，社会復帰に必要な援助

を与えることなどが決議された。 

 （９）第７回国際らい会議（１９５８年） 

    １９５８年（昭和３３年），第７回国際らい会議（東京）では，ハンセン

病予防には患者の早期発見・早期治療，外来治療の整備が重要であると指摘

し，社会問題分科会において，強制的な隔離政策を採用している政府は，そ

の政策を全面的に破棄するように勧奨する，公衆衛生の一般手段を使用する

ことを促す必要があるとの決議がなされた。 

    小沢龍厚生省医務局長は，同会議で，「まだ在宅の未収容患者が相当あり，

これらが感染源となっているので早期に収容することが望まれ」ると発表し
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たが，この点は，後に，「未だ日本の完全隔離主義を間違って誇っていた」

と批判されている（大谷藤郎「らい予防法廃止の歴史」１９９頁）。 

（１０）ＷＨＯ（世界保健機関）第２回らい専門委員会（１９５９年，報告書は１

９６０年） 

    １９５９年（昭和３４年），ＷＨＯ第２回らい専門委員会（ジュネーブ）

では，一般保健医療活動の中でハンセン病対策を行うこと（integration），療

養所は専門的治療・矯正手術等のために一時入所する場であり，入所は短期

間とし，速やかに退所し，外来治療の場に移すこと，治療は外来治療所で実

施するのを原則とすることなどが提唱され，らいは他の伝染病と同じ範疇に

位置付け，特別の法制度は廃止されるべきとされた。 

（１１）第８回国際らい会議（１９６３年） 

    １９６３年（昭和３８年），第８回国際らい会議（リオデジャネイロ）で

は，特別な法律は破棄されるべきである，無差別の強制隔離は時代錯誤であ

り，廃止されなければならないとされた。 

（１２）小括 

    以上のとおり，特効薬が登場した戦後は，外来治療の重要性が強調され，

施設隔離は更に限定化されていき，ローマ会議（１９５６年）以降は，差別

法の廃止が繰り返し提唱されていた。 

 ３ 国内の医学的知見の経緯 

   以下，戦前・戦後の国内の医学的知見の経緯について概観する。 

 （１）戦前の医学的知見 

   ア 窪田静太郎（内務省衛生局長）答弁（１９０７年） 

     １９０７年（明治４０年），「癩予防ニ関スル件」の質疑において，政

府委員窪田静太郎（内務省衛生局長）は，「伝染の力というものは直ぐそ

うひどく飛んで来て伝播するというものではありませぬ，緩慢性なる趣で

あります」と答弁している。 

     １９３６年（昭和１１年），同人が発表した論文でも「伝染病に相違な

いが，思うに体質によって感染する差異を生ずるので，伝染力は強烈なも

のではない。古来遺伝病と考えられた所以もその辺に存するのであろうと

思うた」と記述されている。 

   イ 内務省衛生局「癩の根絶策」（１９３０年） 

     １９３０年（昭和５年），内務省衛生局が発表した「癩の根絶策」では

「癩菌の感染力は弱く」と記載されている。 

   ウ 赤木朝治（内務省衛生局長）答弁（１９３１年） 
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     １９３１年（昭和６年），「癩予防法」の質疑において，政府委員赤木

朝治内務省衛生局長は，「癩菌と申しますものは非常に伝染力が申します

れば弱い菌であるようであります，従って癩菌に接触したからと言って，

多くの場合必ずしも発病するという訳ではない」「例えば夫婦がありまし

て，一方が癩患者であるにも拘わらず，その配偶者は長い間一緒に居て罹

らない」「癩に罹りやすい体質を持っている者が，何等かの機会に癩菌に

接触したと…いうことでなければ理論が立たないようであります」と答弁

している。 

   エ 中篠資俊（北部保養院長） 

     １９３４年（昭和９年），北部保養院長中篠資俊は，論文「癩伝染の径

路に就て」において，「癩の伝染力は極めて弱い」と記述している。 

   オ 小笠原登（京都大学医学部助教授） 

小笠原登は，「癩の伝染力が甚だ微弱である」と断言し（「癩に関する

三つの迷信」『診断と治療』１８巻１１号，１９３１年（昭和６年）１１

月），「国民栄養状態の改善は癩予防の根本方策」（「レプラ」４巻１号，

１９３３年（昭和８年）３月），「癩の伝染性が甚だ微弱である事は，我

が国の専門家の多くが認めるに至った所である。結核に比すれば比較し得

られぬ程に弱いと考えなければならぬ」（「癩の極悪性の本質に就て」１

９３４年（昭和９年））と述べている。 

１９３５年（昭和１０年），第８回日本癩学会においても，「癩の如き

微弱な伝染病に於ては，病原体の問題よりも感受性の問題が重大である。

予はこの条件の も主要なものの一として，栄養不良の影響の下に気づき

挙げられた体質を考えて居る」と述べている。 

この点，光田健輔も「癩菌に抵抗する強弱は個人的に千差万別である」

ことを認め（「癩素因説に慎重なる検討を加えよ」『愛生』９巻８号，１

９３９年（昭和１４年）８月），厚生省予防局長高野六郎も「生まれなが

らの体質や生活環境の如何によって其の発病が左右される」ことを認めて

いた（「国民病の予防と撲滅」保健衛生協会，１９３９年）。 

また，１９４１年（昭和１６年）の第１５回日本癩学会では，絶対隔離

絶滅政策を非難していた小笠原が徹底的に攻撃されたが，小笠原を攻撃し

た座長村田正太（外島保養院前院長）も，「今頃癩の伝染力をさほどに強

いと思っている者はいない」と述べていた。 

   カ 日戸修一（東京医事新誌） 

     １９３９年（昭和１４年），全生病院医官の日戸修一は，論文「癩と遺
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伝」において，「生長した人間の大部分は，癩といかに密接に接近しよう

と大概は未感染に終わる。例えば癩療養所に於ける医師，看護婦は未だか

つて癩に罹患したことはなかったし，癩の家族あるいは夫婦についても癩

に結婚後感染したと思われるような例は実に稀である」と記述している。 

 （２）戦後の医学的知見 

   ア 山縣勝見（厚生大臣）（１９５３年） 

     １９５３年（昭和２８年），厚生大臣山縣勝見は，「らい予防法」の審

議（衆議院厚生委員会）において，「患者の療養所への入所後におきます

る長期の療養生活，緩慢な癩の伝染力等を考慮いたし，まず勧奨により本

人に納得を得て療養所へ入所させることを原則といたし」と答弁してい

る。 

   イ 日本皮膚学会全書（１９５４年） 

     「日本皮膚科全書（第九巻第一冊 癩）」（北村包彦ほか編，佐藤三郎・

谷村忠保・櫻根太郎著，１９５４年（昭和２９年）発行）では，「癩の伝

染は他の伝染病に比して遙かに弱く，而も個々の場合で非常に違う。」と

記述されている。 

   ウ 細菌学各論Ⅰ（１９５５年） 

     「細菌学（各論Ⅰ）」（中村敬三・秋葉朝一郎編，１９５５年（昭和３

０年）発行）では，癩菌の培養，動物実験，靱帯接種試験がいずれも成功

の域に達していないことを指摘し，「本菌は体外にては抵抗力の極めて微

弱なものである」とする一方で，隔離については「癩は癩者を中心として

起こる。それ故その撲滅は隔離に若くはない。」と簡単に肯定している。 

   エ 内科書（中巻）（１９５６年改訂第２４版） 

     「内科書（中巻）」（呉建・坂本恒雄著・冲中重雄改訂，１９５６年（昭

和３１年）発行）では，「昆虫あるいは器具等の媒介によることは極めて

少い。」「本病の感染には本病患者と永く共棲することが も必要な条件

である。貧窮・不潔・その他の非衛生的生活は，その誘因となる。」「一

般の衛生的規則を厳重に施行すれば，本病の伝染は余り恐るるに足らな

い。これは医師並びに看護婦の感染例が稀なことから見ても明らかであ

る。」とする一方で，隔離については「本病患者は初期の者でも，直ちに

癩病院に隔離して適当に治療することが も必要である。」と簡単に肯定

している。 

   オ 「らいの現状に対する考え方」（１９６４年） 

厚生省公衆衛生局結核予防課が１９６４年（昭和３９年）３月にまとめ
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た「らいの現状に対する考え方」では，従来全治が極めて困難で隔離以外

に予防手段がないとされたことから隔離政策を採ったが， 近医学の進歩

が目覚ましく，らいは治癒し，変形は後遺症に過ぎず，病型によっては感

染せず，伝染力は微弱で，乳幼児期に感染したもの以外は発病の可能性が

極めて低いため，医学の進歩に即応した予防制度の再検討を行う必要があ

るとした。 

カ 「らい医学の手引」（１９７０年） 

     「らい医学の手引」（１９７０年（昭和４５年）発行，長島愛生園長高

島重孝監修）は，「現在までに報告された癩菌の人体接種実験は，その大

半が陰性であり，日本の６０年に及ぶ歴史を持つ各地のらい療養所から，

職員が感染して発病したという症例はほとんどないことを見ても，らい患

者との単なる直接間接の接触による発病は極めて稀であって，らいの伝染

発病力は－少なくとも成人に対しては－一般に考えられているほど強く

はない。」としている。 

     隔離については，「１９００年からの３０年間に患者総数は約３分の１

に減少していた」，「日本のらいに対する絶対隔離政策は，１９３１年の

らい予防法改正と共に行われたが，（中略）絶対隔離政策はまさにナンセ

ンスであり，らい患者の減少にあずかって力があったのは，文化的生活水

準の向上ということになろう。」「①らいは不治ではなく，②変形は単な

る後遺症に過ぎず，③病型によっては伝染の恐れが全くないばかりか，④

乳幼児期に感染しない限り発病の可能性は極めて少ないことが明らかな

現在では，らい予防法に旧態依然として謳われている隔離が，問題視され

るのも当然である。」としている。 

 （３）小括 

日本においても，「元々，ハンセン病が，感染し発病に至るおそれが極め

て低い病気であることは，新法（らい予防法）制定よりはるか以前から政府

やハンセン病医学の専門家において十分に認識されていたところである」（熊

本地裁違憲判決第四章第一節第五「新法制定前後のハンセン病の医学的知見」

の一，第四章第三節第二「隔離の必要性の有無」の一）。 

４ 絶対隔離絶滅政策の不必要性 

 （１）ノルウェー方式の採用 

１８５０年代，ノルウェーで実施された予防政策が患者数減少に有効であ

ったとして，第１回国際らい会議（１８９７年）で，ハンセンがノルウェー

方式（相対隔離方式と呼ばれる穏健な隔離方法）を提案し，第２回国際らい
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会議（１９０９年）で，それが決議された（和泉眞蔵「医学が解き明かした

隔離政策の誤り」「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟西日本弁護団編『９

０年目の真実』８８頁）。 

すなわち，当初から，世界的に相対隔離方式が予防対策として有効とされ，

絶対隔離絶滅政策は不要とされたのである。 

（２）隔離政策以前からの患者数減少 

患者減少の原因について，和泉眞蔵医師は，ノルウェーにおいても，日本

においても，実際には隔離政策の導入以前から患者数は減少しており，隔離

政策の導入によって患者数減少が加速した事実は認められないとして，両国

とも社会経済状態の向上によって患者数が減少したことが明らかであり，隔

離政策自体が無意味であったと述べている（和泉眞蔵「医学が解き明かした

隔離政策の誤り」『９０年目の真実』８１頁）。 

 （３）ハンセン病の有病率の低下 

ハンセン病患者数は，１９００年（明治３３年）から１９５０年（昭和２

５年）までの５０年間に半減あるいはそれ以下に減少し，有病率も１万人当

たり６．９２人から１．３３人と約５分の１に低下し，ハンセン病の蔓延状

況は深刻ではなくなっており，「三園長証言」の際，宮崎松記（菊池恵楓園

長）も「戦争状態の回復に従いまして癩も又当然減少してくるとは考えます」

と証言しているように，戦後の社会経済状態の好転で自然減少していくこと

が見込まれたことからすれば（熊本地裁違憲判決第四章第三節第二「隔離の

必要性の有無について」の一），絶対隔離絶滅政策の必要性は全くなかった。 

 （４）小括 

以上のとおり，ハンセン病の伝染性は微弱で，患者の体質・栄養状態が影

響するという医学的知見はもとより，ハンセン病患者の減少・有病率の低下

という疫学的状況，社会経済状態の向上，戦後の特効薬の登場という状況か

らすれば，戦前・戦後を通じて絶対隔離絶滅政策は不必要であったことは明

らかである。 

 ５ 絶対隔離絶滅政策が維持された要因 

   上記のとおり，世界的な隔離政策制限・撤廃の方向性，ハンセン病の伝染力

ないし発症力の微弱性，患者数の減少・有病率の低下にもかかわらず，戦前は

もとより，戦後も「無らい県運動」が展開され，「らい予防法」制定により，

絶対隔離絶滅政策が維持されたのは，なぜか。 

（１）戦前（国辱論・民族浄化論） 

前述のとおり，ハンセン病の伝染性の微弱であり，発症には個々人の素因
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が大きく影響することは，戦前からも認められていた。 

しかし，隔離は人道上の罪であることが論じられ，隔離は柔軟な態度かつ

細かな配慮が必要であることが決議された第３回国際らい会議（１９２３年，

ストラスブルグ）に出席した光田健輔は「世界一般のらい学者の意見は楽観

に傾いていると見られる。近時ともすれば，らいの治療を過信せんとするも

ののあることは遺憾である。」と述べ（山本俊一「増補日本らい史」８４頁），

「癩予防法」制定以前から，相対隔離方式を批判していた。 

１９３０年（昭和５年），内務省衛生局が公表した「癩の根絶策」では，

ハンセン病は「惨鼻の極」であり，「癩を根絶しないやうでは，未だ真の文

明国の域に達したとは云え」ず，「癩を根絶する方策は唯一」「癩患者を悉

く隔離して療養を加えればよい。外に方法はない。欧州に於いて，古来の癩

国が病毒から浄められたのは，いずれも病毒に対する恐怖から，患者の絶対

的隔離を励行したからである。」と述べられており，これについて，熊本地

裁違憲判決は「ハンセン病に対する恐怖心・嫌悪感をいたずらに煽り立て，

国辱論も交えながら，ハンセン病患者をことごとく隔離する絶対隔離政策が

唯一の正しい方策であり，これを行わなければハンセン病の恐怖から永久に

逃れられないとの強迫観念を国民に植え付けるものである。」と判示してい

る（第四章第二節第一の八「癩の根絶策」）。 

大谷藤郎も，「癩予防に関する件」制定当時より，結核の方がハンセン病

より遙かに伝染性が大きいことはよく知られていたにもかかわらず，癩予防

が先行した原因について，「癩は文明国として不名誉であり恥辱であるとす

る国家の体面，さらには治安的見地が優先した」と評している（大谷藤郎「ら

い予防法廃止の歴史」４７頁）。 

藤野豊も，「国辱」論から隔離政策が始まり，明治期以降，患者数が減少

しているにもかかわらず，全患者隔離のために癩予防法を制定したのは，戦

争に向けて「優秀な民族をつくるという国策」だったと評している（藤野豊

「存在が許されなかった命の歴史」『９０年目の真実』１１３頁）。 

また，１９４１年（昭和１６年）の日本癩学会において座長村田正太は，

小笠原登が「癩は感染率が甚だ僅少だから」と述べた際，「感染率の多寡を

聞いているのではない。伝染病で有るか無いか。」と述べて，議論を打ち切

り，「感染率の多寡」という問題を恣意的に無視した（藤野豊「『いのち』

の近代史」３１６頁）。 

以上のように，軍国主義・富国強兵政策を進める日本において，絶対隔離

絶滅政策が徹底され，そこには，患者を撲滅し社会防衛・民族浄化を徹底す
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るという政治的目的が大きく寄与した。 

（２）「三園長証言」（社会防衛の強調と恐怖・偏見の煽動） 

    １９５１年（昭和２６年）１１月の「三園長証言」では，ハンセン病の伝

染性が緩慢であること，特効薬により治癒するようになったことを前提にし

ながら，未収容患者の強制的収容をより徹底できるよう明確な強制収容の規

定を設け，また，逃亡を防止するため秩序維持・懲戒の規定を設けることを

求める証言がなされたため（光田健輔は，朝鮮戦争の影響による朝鮮半島か

らのハンセン病患者の日本への入国も危惧していた。），国会でも，「三園

長証言」に沿った「らい予防法」が制定された。 

    検証会議報告書（１０４頁）では，「社会に対し正確な医学的情報を提供

するという専門医の役割を放棄し，反対に国民に「恐怖」と「偏見」を煽っ

たといえよう。」と批判している。 

    また，内田博文（九州大学名誉教授）は，「隔離政策や無らい県運動を採

用するとき一面で社会防衛を強調しながら，療養所入所が本人のためにな

る，社会の差別・偏見から回避できるという理屈づけをした」と評している

（第２部・シンポジウム「隔離法廷と法曹の責任」反訳報告）。 

結局，戦後直後に特効薬が登場し，社会経済状態が向上して有病率も低下

した状況であるにもかかわらず，日本のハンセン病専門家（療養所長）らは，

相変わらず，社会防衛を優先し，患者の人権を顧みず，日本社会から患者を

完全に撲滅することが，正しい公衆衛生政策であるという考え方に固執して

いたと言える。 

この点，大谷藤郎は，政府関係者の医学に対する不勉強と人権に対する認

識不足はもちろん，海外専門家会議の動向や化学療法の評価を軽視した光田

健輔などの「三園長証言」に象徴される「当時の日本のらい医学専門家の時

代錯誤の見解」は，絶対隔離主義の継続に大きく影響していたと指摘してい

る（大谷藤郎「らい予防法廃止の歴史」１８３頁参照）。 

 （３）医学者の独善と非科学性 

光田健輔をはじめとするハンセン病療養所長らは，優生思想の下，ハンセ

ン病患者を完全に撲滅するため，ハンセン病の感染は幼児期に感染を完全に

防止するため，断種・堕胎が「 善の方策」と考え，戦後も一貫して優生手

術を断行していった。 

   検証会議報告書では，ハンセン病医学専門家の過ちについて，「絶対隔離

政策の推進という結論がまず初めにあって，そのために間違った情報を国民

に流し，国民がハンセン病を恐怖し，社会から排除するように仕向けた。」
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（２８６頁），「彼らの主張はご都合主義的で，医学理論としての一貫性が

なかった。」（２８８頁），「ハンセン病専門家の弱点は，ハンセン病に対

する疫学的視点を十分に認識していないことである。」（２９４頁），「総

じて言えば，わが国のハンセン病医学は，独善と非科学性に満ちており，論

理に一貫性を欠き，絶対隔離政策のためには，患者･家族に背を向けて，その

場限りの論理を平然と持ち出して恥じない行政の道具に成り下がっていた。」

（２９８頁）等，ハンセン病医学会に対して厳しい批判がなされている。 

 （４）「公共の福祉」名目による患者の人権保障の無視 

 上記（２）でも前述したように，ハンセン病医学専門家や政府は，ハンセ

ン病の伝染予防とハンセン病患者の撲滅という社会防衛を強調としていたと

ころ，日本国憲法の下では，かかる社会防衛の思想が「公共の福祉」という

名目で正当化され，ハンセン病患者の人間としての尊厳や患者の人権保障が

無視されてきたと言える。 

この点，検証会議報告書（１２９頁）でも，１９４７年（昭和２２年），

政府が癩予防法を合憲と答弁し，隔離政策を維持しようとする考え方につい

て「公共の福祉を大前提に掲げ」，「根拠が薄弱」と批判している。 

（５）パターナリズムから生じる人権侵害 

また，隔離政策は，ハンセン病患者本人を社会的な差別・偏見から保護・

救済し，患者の幸福のためになるというパターナリズムにも基づいていると

言え，かかるパターナリズムも，ハンセン病患者の尊厳や基本的人権の侵害

を生じさせる原因となったと言えよう。 

検証会議報告書（１２８頁）でも，１９４７年（昭和２２年），政府が癩

予防法を合憲と答弁し，隔離政策を維持しようとする考え方について，「ハ

ンセン病は感染力が弱いと認めつつ，全治が困難であること，患者本人や親

戚縁者も差別されることの２点をもって強制収容を正当化する根拠としてい

る。」として，ハンセン病患者を社会的な差別・偏見から保護・救済してあ

げるというパターナリズムを強制収容の正当化根拠としている政府の姿勢を

批判している。 

第３ 人権侵害・差別被害の概要 

 １ 全人格的な未曾有の人権侵害 

   前述のとおり，日本では，世界的な医学的知見・国際会議を踏まえた隔離制

限の限定化・撤廃という予防政策を採用されず，伝染力の微弱性も無視されて

ハンセン病患者に対する「絶対隔離絶滅政策」が戦前・戦後に継続された。 

   ハンセン病患者は強制隔離され，患者・家族は地域社会から排除され，療養
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所内では貧弱な医療しか受けられず，社会内で治療を受ける機会はなく，強制

的な園内作業，厳しい外出制限・懲罰，断種・堕胎を強いられ，社会内でも厳

しい差別・偏見に晒されてきた。 

この点，熊本地裁違憲判決は，隔離被害の人権侵害性について，「ハンセン

病患者の隔離は，通常極めて長期間にわたるが，たとえ数年程度に終わる場合

であっても，当該患者の人生に決定的に重大な影響を与える。ある者は，学業

の中断を余儀なくされ，ある者は，職を失い，あるいは思い描いていた職業に

就く機会を奪われ，ある者は，結婚し，家庭を築き，子供を産み育てる機会を

失い，あるいは家族との触れあいの中で人生を送ることを著しく制限される。

その影響の現れ方は，その患者ごとに様々であるが，いずれにしても，人とし

て当然に持っているはずの人生のありとあらゆる発展可能性が大きく損なわれ

るのであり，その人権の制限は，人としての社会生活全般に渡るものである。

このような人権制限の実態は，単に居住・移転の自由の制限ということで正当

には評価し尽くせず，より広く憲法１３条に根拠を有する人格権そのものに対

するものととらえるのが相当である。」と判示し（熊本地裁違憲判決第四章第

四節（国会議員の立法行為の国家賠償法上の違法及び故意・過失の有無）第二

の二），また，原告らの共通損害の内容について，「原告らが被った被害の全

体を直視すると，その被害は極めて深刻であるというべきであるが，本件は，

新法及びこれに依拠する隔離政策による被害に関するこれまで例を見ないよう

な極めて特殊な大規模損害賠償請求訴訟であり，その被害は，短い者でも，昭

和４８年以降新法廃止ころまでの２３年間という極めて長期間にわたる上，そ

の内容も，個々に取り上げると，身体，財産，名誉，信用，家族関係等，社会

生活全般に及ぶ実に多種多様なものであ」ると判示し（熊本地裁違憲判決第四

章第五節（損害について）第三の一），さらに，損害の継続性について，（隔

離政策による被害は）「療養所への隔離や，新法及びこれに依拠する隔離政策

により作出・助長・維持されたハンセン病に対する社会内の差別・偏見の存在

によって，社会の中で平穏に生活する権利を侵害されたというものであり，新

法廃止まで継続的・累積的に発生してきたものであって，違法行為終了時にお

いて，人生被害を全体として一体的に評価しなければ，損害額の適正な算定が

できない。」と判示している（熊本地裁違憲判決第四章第七節（除斥期間につ

いて）第二）。 

   このように，熊本地裁違憲判決は，ハンセン病患者・元患者の極めて深刻な

多種多様な被害を「人生被害」と名付け，憲法１３条の保障する人格権が侵害

されたと評価した。 
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 ２ 「無らい県運動」による偏見・差別の作出・助長 

   旧来より，ハンセン病は世界的に迫害の対象とされたが，天刑病・遺伝病と

考えられ，伝染に対する恐怖心による偏見はほとんどなかった（熊本地裁違憲

判決第四章第一節第五の一１，同第二節第四の一）。 

   ところが，戦前の「第１次無らい県運動」において，全国各地で強制収容の

徹底・強化が図られ，患者の探索・強制収容が繰り返され，自宅が徹底的に消

毒されることなどを通じて，ハンセン病が強烈な伝染力を持つ恐ろしい病気で

あるという恐怖心が煽られ，「ハンセン病患者が地域社会に脅威をもたらす危

険な存在でありことごとく隔離しなければならないという新たな偏見を多く

の国民に植え付け，これがハンセン病患者及び家族に対する差別を助長した。」

（熊本地裁違憲判決第四章第二節第四の二）。 

   また，戦後の「第２次無らい県運動」においても，厚生省は全ての患者を収

容する方針を打ち立てて増床を行い，患者の収容徹底，自宅の消毒，特別な患

者輸送列車などを通じて，「ハンセン病が強烈な伝染力を持つ恐ろしい病気で

あり患者は隔離されなければならないとの偏見を更に作出・助長した。」（熊

本地裁違憲判決第四章第二節第四の三）。 

   例えば，「らい予防法」制定直後，菊池恵楓園入所患者の子を養育する児童

福祉施設「竜田寮」の児童が一般の小学校への通学を拒否された黒髪小学校（竜

田寮）事件（１９５４年）という差別事件が発生している。 

 ３ 司法による差別・偏見の助長 

   熊本地裁違憲判決は，らい予防法及びこれに依拠する隔離政策により，ハン

セン病に対する社会内の差別・偏見が作出・助長されたと述べたが，ハンセン

病隔離法廷においても，ハンセン病患者は，一般人と同様に裁判所において裁

判を受けることを許されず，ハンセン病患者専用の隔離施設で厳重な消毒の下

で裁判を遂行するという差別的取扱いが継続されてきたことは，隔離政策の延

長線上にある司法による人権侵害であって，これによっても，社会内の差別・

偏見を助長したと言わざるを得ない。 

 ４ 差別・偏見による被害の継続 

（１）黒川温泉宿泊拒否事件 

「らい予防法」廃止後も，２００３年（平成１５年），熊本県内のホテル

がハンセン病元患者であることを理由に菊池恵楓園入所者の宿泊を拒否する

という差別事件（アイスターホテル宿泊拒否事件）が発生し，ハンセン病患

者・元患者に対する根強い偏見・差別が存在することが明らかとなった。 

その後１６年以上が経過したが，今なおハンセン病患者・元患者及び家族



27 
 

らに対する差別・偏見は根強く社会に残されており，ハンセン病問題は決し

て解決してはいない。 

（２）ハンセン病家族訴訟 

２０１６年（平成２８年）２月，３月，ハンセン病元患者の家族ら５６０

余名は，ハンセン病隔離政策により作出・助長された社会の偏見により，社

会生活全般において差別を受けるべき地位に置かれ続け，社会で平穏に生活

する権利を侵害されたとして，国に対し，国家賠償請求訴訟を提起した。 

２０１９年（令和元年）６月２８日，熊本地方裁判所は，ハンセン病元患

者の家族らも隔離政策の被害者であり，国には偏見差別除去義務違反があっ

たとして，原告勝訴判決を下したところ（２０１９年７月１日「ハンセン病

家族訴訟判決に関する会長声明」参照），政府は控訴を断念し，家族訴訟判

決は確定した。 

 （３）菊池事件国賠訴訟 

また，２０１７年（平成２９年）８月，全国ハンセン病療養所入所者協議

会・菊池恵楓園自治会の代表者等が，１９５２年（昭和２７年）から１９５

４年（昭和２９年）にかけてハンセン病隔離法廷で行われた「菊池事件」の

刑事裁判は違憲であるとして，確定死刑判決について検察官が公益の代表者

として再審請求を怠っていることはハンセン病病歴者全体との関係でも違法

であるとして，国家賠償請求訴訟を提起していた。 

２０２０年（令和２年）２月２６日，熊本地方裁判所は，結論としては，

菊池事件について検察官の再審請求権限不行使の違法性を否定し，原告らの

国家賠償請求を棄却したが，菊池事件における隔離法廷指定及びその審理に

ついて，憲法１３条違反（人格権侵害），１４条違反（平等原則違反），３

７条１項・８２条１項違反（公開原則違反）の疑いを認めるという違憲判断

を下した（第１２で後述する。）。また，ハンセン病病歴者・家族に対する

偏見・差別の状況について，「国の強制隔離政策及び無らい県運動を通じ，

ハンセン病に対する偏見・差別意識が社会内に広まったが，後記のとおり，

上記の偏見・差別は，未だ全面的に解消されたとはいえない状況である。」

（判決書２０頁），「ハンセン病に対する偏見・差別は現在もなお残ってお

り，未だ全面的に解消されたとはいえない状況にある。」（判決書３４頁）

と判示した。 

第４ 「隔離法廷」の設置・運用経緯 

 １ ハンセン病隔離法廷とは 

   ハンセン病患者とされた者を当事者とする裁判は，１９４８年（昭和２３年）
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１月から１９７２年（昭和４７年）２月までの２５年間，常時，裁判所内の法

廷ではなく，ハンセン病療養所，刑事収容施設等の強制隔離施設内に特別に設

置された法廷で行われ，極めて非人間的な差別的取扱いがされてきた（ハンセ

ン病患者のためにハンセン病療養所等に特別に設置された法廷という意味で，

従前，ハンセン病患者ら関係者は「特別法廷」と呼んでいた。）。 

 ２ 「重監房」廃止 

   前述のとおり，１９１６年（大正１５年），「癩予防ニ関スル件」改正によ

り療養所長に懲戒検束権が付与され（施行細則制定は１９１７年），懲罰とし

て療養所内の監禁室に収容していた。 

   しかし，１９４７年（昭和２２年）１１月６日，衆議院厚生委員会において，

一松定吉厚生大臣は，栗生楽泉園内の「重監房」の劣悪な環境のために９２名

を監禁し，１２名ないし１４名が死亡し（同日，東龍太郎政府委員（厚生技官）

は「９３名の被監禁者中，監禁中に１４名死亡，出所後８名死亡」と説明して

いる。重監房資料館ホームページでは被監禁者９３名のうち死亡者２３名とし

ている。），その多くが寒冷の時期に死亡していると報告し，「特別病室とい

う監獄にも勝るような恐ろしい部屋に監禁しておる事実」が存在することを認

め，同年，「重監房」が廃止された。 

   そのため，ハンセン病患者の犯罪に対して，それまでのように裁判を経ずに

懲戒として監禁室に収容する取扱いをすることができなくなり，どのように刑

事裁判を実施し，刑事収容施設を設置するかが緊急の課題となった。 

 ３ 刑事手続の「治外法権」 

犀川一夫（元沖縄愛楽園園長）は，従前から，法務・検察当局が，ハンセン

病患者の犯罪について，通常の捜査・起訴・裁判・刑の執行を行わず，不起訴

処分・刑の執行停止・執行猶予等で対応し，療養所に入所させれば良いという

対応を取っていたとして，ハンセン病患者の犯罪は当時一種の「治外法権」と

して扱われ，それは，ハンセン病に関することは，全て特別なことで，ハンセ

ン病患者を療養所に隔離することで，裁判も刑罰も全て問題としないという社

会一般の無関心さ，偏見差別のなせる業であったと指摘している（犀川一夫「ハ

ンセン病政策の変遷」１４１頁）。 

４ 戦前からの「癩刑務所」設置に関する経緯 

（１）隔離政策導入当初 

ところで，「らい患者専用刑務所」の設立の必要性は，１９０９年（明治

４２年），公立療養所設立当初から唱えられていた。 

しかし，１９１６年（大正５年），療養所長に懲戒検束権が付与されたた
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め，患者の重大犯罪に関わる司法問題に対しては，本格的な取組が見られな

かった。 

 （２）衆議院建議・警察部長会議（１９３６年） 

１９３６年（昭和１１年）５月，らい患者専用の刑務所が設置されていな

いため，らい患者が微罪不検挙・不起訴等の処分がなされているとして，ら

い患者の犯罪を防止し，らい療養所内の患者統制を図るため，「らい患者受

刑者収容のための専用刑務所設置に関する建議案」が衆議院で可決された。 

同年６月，全国警察部長会議で，らい患者専用の刑務所がないため，司法

当局が刑罰しない場合があるとの意見が出された際，高野六郎内務省予防課

長は「しばしば司法当局と相談している。」と回答している。 

 （３）愛生園事件（１９３６年） 

    １９３６年（昭和１１年）８月に発生した愛生園事件（定員超過の患者が

収容され，患者作業の賃金が低く，自治会活動を認めていなかった長島愛生

園（園長光田健輔）において，患者作業のストライキが行われた。）の事後

処理について，同年１０月，臨時官公立らい療養所長会議で「特殊国立等療

養所施設設置に関する件」が議題として取り上げられ，内務省狭間茂衛生局

長は「らい刑務所を設置」しなければならず，「らい患者の犯罪に関しては

司法当局とも更に協議するであろう」と結論した。 

しかし，司法省側はらい刑務所の設置に関してあまり熱意が無かったため

実現には至らなかった。 

 （４）特別病室の設置（１９３９年） 

療養所長の懲戒検束権が拡大強化され，１９３９年（昭和１４年），栗生

楽泉園に「特別病室」（いわゆる「重監房」）が設置され，療養所側が，犯

罪を含め園内の秩序維持を乱す不良患者に対する強力な懲戒手段として利用

された。 

しかし，その設備・機能には不備があるとして，１９４０年（昭和１５年），

宮崎松記（九州療養所所長）は，官公立癩療養所長会議で，不良患者に対す

る特殊療養施設を拡大強化または新設する必要があるとする「特殊療養施設

に関する件」が提出された。また，１９４１年（昭和１６年），らい予防協

会予防対策調査会が発表した「らい予防のための根本的対策要綱」の中にも

「不良患者の収容施設」が含まれていた。 

（以上，山本俊一「増補日本らい史」２１１～２１５頁） 

（５）小括 

このように戦前から繰り返し，療養所・内務省において，ハンセン病患者
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専用の刑事収容施設の設置を検討していたが，それは，不良患者をより厳重

に取り締まるという目的であったと言うことができよう。 

他方，司法省は，ハンセン病患者専用の刑事収容施設の設置に応じなかっ

たところ，それは，ハンセン病は恐ろしい伝染病という恐怖感を背景にして

いたと考えられる。 

結局，療養所側による不良患者の取締目的と司法省側のハンセン病患者へ

の差別・偏見が，１９４７年（昭和２２年），「重監房」が廃止された後，

ハンセン病「隔離法廷」とハンセン病患者専用の刑事収容施設の設置をする

に至った基本的な思想である。 

５ 「隔離法廷」・刑事収容施設の設置方針 

 （１）概要 

    １９４７年（昭和２２年），国は，「重監房」を廃止することに伴い，ハ

ンセン病患者も，裁判所による裁判を受けることとしたが，当時司法行政権

を有していた司法大臣は，裁判所内の法廷を使用するのは消毒の問題がある

として，裁判所外に設置した臨時法廷（ハンセン病患者専用の隔離法廷）を

使用する方針とした。 

    その後， 高裁判所は，１９４８年（昭和２３年）１月以降，下級裁判所

からのハンセン病を理由とする裁判所外での開廷の上申を全て認可する運

用を続けることとなった。 

    また，ハンセン病隔離法廷の設置に引き続き，ハンセン病患者専用の刑事

収容施設も設置が検討され，１９５３年（昭和２８年）３月，熊本刑務所菊

池医療刑務支所が開設された。 

    日本国憲法施行を前にした１９４７年（昭和２２年）３月２９日，刑務・

検察・警察・厚生の協議により，感染の虞がない場合「捜査上必要な期間留

置場又は拘置所に収容すること」が確認されたことがあったが（厚生省「癩

患犯罪者の取扱い」），結局，感染の虞の有無に関わらず，ハンセン病患者

は一律に菊池医療刑務支所に隔離収容されることとなった。 

    ハンセン病患者専用の隔離法廷・刑事収容施設の設置に関する経緯は，以

下のとおり，国会答弁で確認できる（全文は資料編第２節第１に掲載）。 

 （２）隔離法廷に関する国会答弁 

   ア 従前の方針（１９４７年９月１８日） 

     当初，１９４７年（昭和２２年）９月１８日の衆議院厚生委員会におい

て，一松定吉國務大臣は，ハンセン病患者が外部で犯罪を犯したときは，

裁判所に送らず，刑事裁判を受けさせずに，療養所に入所させて，外部に
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伝染することを予防する便宜主義的な措置を採っていることを説明し，今

後も，このような措置を継続する方針であることを示した。 

   イ 隔離法廷設置の協議（１９４７年１１月６日） 

     ところが，１９４７年（昭和２２年）１１月６日の衆議院厚生委員会に

おいて，東龍太郎政府委員（厚生技官・医務局長）は，ハンセン病患者の

犯罪について，裁判所の管轄とすべきか，療養所の権限に任すかは，大い

に検討を要し，特別病室を廃止したからと言ってハンセン病患者の犯罪を

不問に付するという結果になっては困るので，対策を十分に考えなければ

ならず，ハンセン病患者に対する特殊の法廷，あるいは刑務所内において，

ハンセン病専門の病館を設置することが，厚生省としては望ましいと思っ

ており，すでに司法省等とも話合いを始めた旨答弁し，政府が，隔離法廷

設置に向けた協議を始めたことを明らかにした。 

   ウ 隔離法廷設置の方針決定（１９４７年１１月１３日） 

     そして，１９４７年（昭和２２年）１１月１３日の衆議院厚生委員会に

おいて，鈴木義男国務大臣（司法大臣）は，衛生上の見地から，無差別に

普通の裁判所に出入りを許し、普通の法廷で裁判をやることは，消毒など

の関係上約束できない実情にあり，特に消毒などを簡易になし得るような

適当な場所に臨時法廷を設けることにして，決してハンセン病患者である

がゆえに不問に付するということはないようにしたいと考えており，今

後，違法行為があった場合，法に従って裁くという態度を取る旨答弁し，

当時司法行政権を有していた司法大臣により，ハンセン病患者は隔離法廷

で裁判を行う方針が明らかにされた。 

 （３）刑事収容施設に関する国会答弁 

   ア 刑事収容施設の協議・検討（１９５０年１月３１日） 

     他方，刑事収容施設の設置に関しても，１９５０年（昭和２５年）１月

３１日の衆議院厚生委員会において，久下勝次政府委員（厚生事務官・医

務局次長）は，正規の裁断を経たうえで刑罰に処すべきと決定したならば，

正規の刑務所に収容すべきであるが，一般の刑務所に収容することは困難

で，医療上の措置も必要であるから，ハンセン病療養所と連絡の取れる場

所に刑務所を作る方法が適当という考えの下で法務府と折衝を重ね，昨年

の秋ごろに，厚生省が予算を取り，それを監獄法で代用刑務所に指定する

という話になったが，財務当局から厚生省のやることではないとして承認

を得られなかったため，法務府に要請しているが，引き受けてもらえない

実情がある旨答弁し，厚生省と法務府が，ハンセン病患者専用の刑事収容
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施設を設置することを計画していたことを示した。 

   イ 刑事収容施設の設置方針（１９５０年２月１６日） 

     そして，１９５０年（昭和２５年）２月１６日の衆議院予算委員会にお

いて，殖田俊吉国務大臣は，らいというものは特殊な，非常に重い伝染病

であるから，普通人と同一に取り扱うことができない，らい療養所の中

に特殊な施設を設けて，その中で監禁・拘禁も刑の執行もすると同時に，

らいの療養もしていくことになるが，これは外部との接触を もいとう

べきものであり，この伝染病は絶対に取り締まらなければならぬ問題であ

るから，そこで外部とは接触させず，らい療養所内だけで片付けるという

措置をとることが一番適当である旨答弁し，刑事収容施設をハンセン病療

養所内に設置する方針であることが明らかにされた。 

     また，佐藤藤佐政府委員（刑政長官）も，普通の刑務所では特別な医療

の施設を何ら備えていないので，「癩療養所の一角に特別な施設を設けて，

癩患者の犯罪者に対してはこれを迅速に取締をなし，起訴すべき者は起訴

し，刑の執行も十分に行って行こうという話合いが（法務府と厚生省の間

で）ついた」と答弁している。 

   ウ 菊池恵楓園内への設置方針（１９５１年５月２８日） 

     その後，１９５１年（昭和２６年）５月２８日の衆議院法務委員会にお

いて，野木新一政府委員（検事）は，癩患者の受刑者・刑事被告人・被疑

者に対する適当な収容施設がないため，刑の執行停止，不起訴，その他の

釈放によって，設備の完備した病院に収容する事例が多く，刑罰を免れる

結果を与えると共に，癩収容所の平和を攪乱するおそれもあり，将来犯罪

を繰り返し行うことも予想されるとして，癩刑務所を設置し，癩受刑者を

集禁して，十分な療養を加えつつ，矯正教育を施す方針を立て，厚生省と

法務府共管のもとに癩刑務所を設置する方針を決め，厚生省・菊池恵楓園

長・法務府・熊本刑務所長が協定の上，菊池恵楓園の敷地内の一部に本刑

務所を設置することに内定したこと，敷地選定に関する陳情を踏まえて，

別の菊池恵楓園内の大体患者が満足しうる場所に変更して設置準備をし

ている旨答弁し，菊池恵楓園の敷地の一部にハンセン病患者専用の刑事収

容施設を設置することが明らかにされた。 

 （４）隔離法廷・刑の執行の状況に関する国会答弁（１９５３年７月４日） 

    隔離法廷・刑事収容施設の設置・運用が開始された後，１９５３年（昭和

２８年）７月４日の衆議院厚生委員会において，山口正義政府委員（厚生技

官・公衆衛生局長）は，ハンセン病患者が刑法上の被疑者の場合の取扱いに
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関して，裁判所が出張裁判をして，刑が決定した場合は，熊本の法務省所管

の癩刑務所に送ることになっている旨答弁し，隔離法廷・刑の執行の状況が

説明され，同様の運用が継続されていった。 

 ６ 高裁判所による隔離法廷の運用 

 （１）概要 

    高裁判所は，１９４８年（昭和２３年）１月以降，１９７２年（昭和４

７年）２月までの２５年間，下級裁判所からのハンセン病を理由とする裁判

所外での開廷の上申を全て認可し，ハンセン病療養所，刑事収容施設等に特

別に設置された法廷で裁判が常時実施されてきた。 

 （２） 高裁判所の国会答弁（１９５４年３月から１９７５年２月） 

    隔離法廷が常時実施されてきた運用状況は，以下のとおり，国会答弁で確

認できる（全文は資料編第２編第２に掲載）。 

   ア １９５４年（昭和２９年）３月９日 参議院法務委員会 

     即決裁判手続の審理の際， 高裁説明員（江里口清雄事務総局刑事局長）

は，「現在では裁判所外で法廷を指定するということは，癩患者の収容所

の中の犯罪について法廷を裁判所で指定するという例があります」とする

一方で，他の事件については裁判所外で開廷することは考えていないと答

弁した。 

   イ １９５４年（昭和２９年）３月２５日 衆議院法務委員会 

     交通不便な場所（奄美群島）における裁判所法６９条２項（裁判所外の

開廷）の適用に関する質問に対し， 高裁説明員（磯崎良誉事務総局総務

局総務課長）は，交通不便から直ちに６９条２項の開廷を認めるのは運用

が広がりすぎる懸念があり，必要と認める場合として，「公衆衛生という

ことを考えまして，癩患者に関する事件を裁判所外の癩療養所の中で開廷

するということは常時行われております。」，「６９条２項の運用の状況

を見ますと，癩患者に関する事件が一番多いのでございまして，熊本県の

菊池恵楓園を指定いたしましたし，岡山の長島愛生園を指定いたしており

ますが，これが実際の運営上多い例であります。」，庁舎の焼失や水害に

よる流失は件数が少なく，「多くの運用は，癩患者の事件を公衆衛生の観

点から裁判所の法廷を使用させないという趣旨に立っている。」と答弁し

ており，ハンセン病を理由とする場合と他の理由の場合では明らかに６９

条２項の適用に差異が認められる。 

   ウ １９６９年（昭和４４年）３月２５日 衆議院法務委員会 

     集団訴訟（イタイイタイ病）傍聴者のための裁判所法６９条２項の適用
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に関する質問に対し， 高裁判所長官代理者（矢口洪一事務総局民事局長）

は，裁判所法６９条２項は「たとえば法定伝染病があったような場合でご

ざいますとか，色々な特殊な場合を元来予想しておる」と答弁した。 

   エ １９７５年（昭和５０年）２月５日 参議院決算委員会 

     入院中の被告人のための裁判所法６９条２項の適用に関する質問に対

し， 高裁長官代理（寺田治郎事務総長）は，民事・刑事で尋問は病院で

行っているが，法廷の手続そのものを病院で進めるためには，開廷場所の

指定手続が必要となり，「従来の例としては，きわめて特殊な，たとえば

らい病患者の場合にどうしても法廷へ連れてこれないので，らい病院で，

診療所と申しますか，そちらで法廷を開くという例が間々ございました。

しかしそれ以外にはそういうところで法廷を開くことを認めるというこ

とは過去に例がございませんので，おそらくそういうこと（開廷場所を病

院に指定すること）は極めて困難ではないか。」と答弁し，実際の開廷場

所指定は，ハンセン病を理由とする場合に限られることを明らかにした。 

７ 本土復帰前の沖縄（宮古南静園）の状況 

   検証会議報告書（３１２頁）では，以下のとおり，宮古南静園において被告

人が出張裁判を拒否した事例が紹介されている。 

   「宮古南静園においては，入所者の裁判は移動裁判と呼ばれて，園内の公会

堂で行われるのが慣例であった。１９６０年の立法院議員選挙の際の選挙違反

事件において，入所者であるＭ氏ら３名は「移動裁判であれば出頭を拒否する。

排菌者ではない，外出許可ももらえる，公衆衛生上も問題ないはず。」と主張。

裁判所から「Ｍ氏らに白衣を着せて行うなら，裁判所でも可」という妥協案が

出たが，Ｍ氏らは「それは逆だろう。裁判所が白衣を着けたらいい。」と応酬。

「被告らの椅子を消毒する。」と裁判所が再度妥協案を示し，Ｍ氏らは「消毒

する，しないは裁判所の勝手。」と伝え，裁判所への出頭に応じた。裁判当日，

椅子は消毒されていなかった。Ｍ氏は懲役６ヶ月，執行猶予３年の判決を受け

た。その後，入園者に関わる裁判は地裁の宮古支部で開かれるようになった。

警察も刑法犯容疑者は入園者といえども署内に留置するようになった。」 

   本土復帰前の沖縄も，戦前・戦後を通じて日本の絶対隔離絶滅政策を引き継

いでいるため，上記の出張裁判拒否事例からも，１９６０年（昭和３５年）ま

では隔離法廷が継続されていたことがわかる。 

   他方，入所者が隔離法廷を拒否したことにより，隔離法廷が実施されなくな

ったということは，本土に見られない宮古南静園に特徴的な状況と言える。 

第５ 法令上の根拠・解釈 
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１ 開廷場所に関する法令上の根拠 

 （１）開廷場所の指定（裁判所法） 

    裁判所法上，開廷場所は，原則として裁判所と定められ（裁判所法６９条

１項），例外として， 高裁判所が必要と認めるときは，他の場所で法廷を

開くことができる（同条２項）。 

   （参考条文）裁判所法６９条 

   「法廷は，裁判所又は支部でこれを開く。」（１項） 

   「 高裁判所は，必要と認めるときは，前項の規定にかかわらず，他の場所

で法廷を開き，又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせる

ことができる。」（２項） 

    裁判所外の開廷場所指定の手続は，担当下級審からの上申により， 高裁

判所の司法行政権の行使として，裁判官会議の議によるべきものとされてい

る（同法１２条１項）。 

    高裁判所は，裁判所法の上記規定に基づいて，担当下級審からの上申に

より，裁判所外の開廷を許可してきた。 

 （２）「必要と認めるとき」の解釈 

    高裁判所事務総局は，裁判所外の「他の場所」で開廷することが「必要

と認めるとき」について，以下の解釈を示していた。 

   「風水害，火災等のため，その裁判所の庁舎内で法廷を開くことが事実上で

きなくなった場合，その裁判所の庁舎の使用は可能であるが，被告人が極め

て長期間の療養を要する伝染性疾患の患者であって，裁判所に出頭させて審

理することが不可能ないし極めて不相当な場合が代表的なものである」（

高裁判所事務総局編「裁判所法逐条解説下巻」（昭和４４年）８頁）。 

    そして，裁判所法６９条２項により裁判所外における開廷場所の指定がな

された理由別件数を以下のとおり示していた。 

    昭和２２年５月３日～昭和４３年１２月３１日 

    らい病      民事１ 刑事８７ 民刑事０（合計８８） 

    らい病以外の病気 民事０ 刑事１０ 民刑事０（合計１０） 

    庁舎焼失，水害  民事０ 刑事２  民刑事２（合計２） 

    その他      民事３ 刑事２  民刑事０（合計５） 

    高裁判所事務総局が示していた「極めて長期間の療養を要する伝染性疾

患の患者」という裁判所法６９条２項の解釈は，その運用状況から見ても，

ハンセン病患者の隔離法廷を正当化するためのものであったことが明らか

であろう。 
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なお，開廷場所指定に関する解釈・運用については，第９「 高裁判所開

示資料の概要・検討」においても後述する。 

 （３）憲法上の公開原則 

    開廷場所が，裁判所の内であるか外であるかを問わず，裁判の対審及び判

決等が行われる場所（法廷）は，憲法上の公開原則が満たされなければなら

ない（ 高裁判所事務総局編「裁判所法逐条解説下巻」（昭和４４年）３頁）。 

   （参考） 

    憲法８２条１項 

   「裁判の対審及び判決は，公開法廷でこれを行ふ。」 

    憲法３７条１項 

   「すべて刑事事件においては，被告人は，公平な裁判所の迅速な公開裁判を

受ける権利を有する。」 

    なお，公開原則に関しては，第１部第４節（違憲性）で後述する。 

 （４）公開原則に関する裁判例 

   ア 裁判所庁舎内に関する裁判例 

     １９６７年（昭和４２年）３月６日東京高裁判決（判例時報４８９号７

９頁）は，「裁判事務の輻輳により既存の法廷の他に臨時に既設の法廷以

外の庁舎内において公判廷を開く必要の生ずる場合もありうるが，かかる

場合においても，前記の公開法廷の要請に添う配慮をすべきである。すな

わち，当該法廷として使用すべき場所に法廷たることを表示するととも

に，傍聴席を設け，傍聴人が自由に出入りできるような配慮をすべきであ

る。」と判示した。 

   イ 裁判所庁舎外に関する裁判例 

        １９６１年（昭和３６年）７月２８日東京高裁判決（東高刑判時報１２

巻７号１２７頁）は，ハンセン病患者が八王子医療刑務所で行われた刑事

裁判（殺人被告事件）は公開原則違反であるとして控訴したことに対して，

「所論は，原審が八王子医療刑務所内の特別法廷で公判を開いたのは，形

式的には公開といえても，実質的には公開といえないから，憲法第８２条

に違反するというのであるが、被告人がハンゼン氏病患者であり，伝染の

危険のあることは八王子医療刑務所医官藤原春雄の昭和３５年１０月１

７日付け診断書により明らかであり，それ故に， 高裁判所は裁判所法第

６９条に従い， 高裁総一第７４号（訟ろ－１）（昭和３５年１１月１１

日付け）により東京地方裁判所をして本件に付き八王子医療刑務所におい

て法廷を開かせたのであり，東京地方裁判所は開廷の数日前同裁判所の掲
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示場及び八王子医療刑務所の正門に被告人名，事件名，開廷年月日時及び

開廷場所を告示し傍聴の自由を認めて開廷しているのであるから，形式的

にも，実質的にも公判は公開されたものといわなければならず，憲法第８

２条に違反するものではない。所論もまた理由がない。」として，控訴を

棄却した。 

     １９６１年（昭和３６年）においても，絶対隔離絶滅政策を前提にして，

裁判所が隔離法廷を許容していたことが端的に表れている。 

２ 「らい予防法」を超える隔離主義 

 （１）外出許可規定の無視 

    「らい予防法」１５条１項は，「入所患者は，左の各号に掲げる場合を除

いては，国立療養所から外出してはならない。」と外出禁止の原則を定め，

例外として「二 法令により国立療養所外に出頭を要する場合であって，所

長が，らい予防上重大な支障を来すおそれがないと認めたとき」は外出を許

可できると規定していた（同条項２号）。 

    昭和２８年９月１６日付け各ハンセン病療養所長宛て厚生事務次官通知

「らい予防法の施行」では，らい予防法１５条１項２号の外出許可の例とし

て，「刑事訴訟法に基づいて出頭を求められた場合の外出等」と明示してい

た。 

    このように「らい予防法」でさえ，刑事裁判の場合には，国立療養所外（裁

判所）に出頭することを許可することが予定されていた。 

しかし， 高裁判所は，漫然と一律に隔離法廷の指定を継続していた。 

    このような一律指定の運用に対しては， 高裁判所による「らい予防法」

をも超える「絶対隔離主義」という批判が当てはまる（検証会議報告書３１

２頁，徳田靖之「ハンセン国賠訴訟と法律家の責任」法律時報７３巻８号（２

００１年））。 

 （２）参議院付帯決議の無視 

    前述のとおり，入所者団体（全患協）や野党が強く反対する中，「らい予

防法」が成立したが，そのような反対意見を考慮して，１９５３年（昭和２

８年）８月９日，参議院では，外出制限・秩序維持の適正運用，強制診断，

強制入所の措置については人権尊重の建前に基づき運用に万全の留意をす

ることを求め，「近き将来本法の改正を期すること」を要望する付帯決議が

なされた。 

    それゆえ， 高裁判所は，参議院付帯決議の趣旨を踏まえて，らい予防法

の外出制限規定の適正運用を図るため，隔離法廷の指定について慎重な判断
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が求められていた。 

    しかし， 高裁判所は，漫然と一律に隔離法廷の指定を継続していた。 

    このような一律指定の運用に対しては，患者の人権保障の軽視はもちろん，

付帯決議ひいては国会軽視という批判もできるであろう。 

第６ 「隔離法廷」の実態①（菊池事件について） 

「隔離法廷」の実態として，まず 初に，死刑再審請求事件として刑事記録・

詳細な資料が残され，「隔離法廷」の実態が も確認・検証できる「菊池事件」

の経緯について考察する。 

 １ 菊池事件の経過 

 （１）第１事件「ダイナマイト事件」 

    １９５１年（昭和２６年）８月１日，熊本県菊池郡Ｘ村の被害者宅にダイ

ナマイトが投げ込まれ，被害者らが負傷する事件が発生した（第１事件「ダ

イナマイト事件」）。被害者が村役場衛生係当時に県衛生課の要請に対して

Ｆをハンセン病患者と報告したことを恨んだ末の犯行とされて，付近住民の

Ｆが逮捕された。 

    Ｆは無実を主張したが，わずか３回の公判のみで，１９５２年（昭和２７

年）６月９日，菊池恵楓園内の隔離法廷で懲役１０年の判決を受けた。 

    Ｆは福岡高裁に控訴したが，控訴直後の１９５２年（昭和２７年）６月１

６日，菊池恵楓園内の菊池拘置支所を脱走した（その後，ダイナマイト事件

は，同年１２月８日，控訴棄却判決が下された（菊池恵楓園「病院日誌」よ

り）。）。 

（２）第２事件「殺人事件」 

ア 逮捕・取調べ 

１９５２年（昭和２７年）７月７日，上記同一被害者が殺害されて発見

されたため，Ｆが容疑者とされ，大がかりな山狩りが実施された結果，同

年７月１２日，Ｆが実家近くの小屋にいるところを発見され，警察官に拳

銃で銃撃された後，倒れたところを単純逃走・殺人容疑で逮捕された。 

Ｆは「逮捕の際に拳銃で撃たれたことにより，右前腕貫通銃創並尺骨に

複雑骨折の傷害を負っており，その痛苦の中で取調を受けていたが，取調

官は，近寄ることで，ハンセン病に感染するかも知れないという恐怖感に

よって，ほとんど被疑者の供述を聞かないままに自白を求めていた」とい

う手記を残している（検証会議報告書１３３頁）。 

イ 第１審 

１９５２年（昭和２７年）８月２日，単純逃走罪でＦが起訴され（第１
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回公判は同年１０月３０日），その後，同年１１月２２日，殺人罪で追起

訴されたため，第２回公判（同年１２月５日）では合議体に変更された。 

Ｆは一貫して殺人を否認したが，当初は菊池恵楓園内，途中から（１９

５３年（昭和２８年）３月開所の）菊池医療刑務支所内の隔離法廷におけ

るわずか５回の公判（第３回公判は同年１月１６日，第４回公判は同年２

月２５日，現場検証は同年４月３日，第５回公判は同年７月２７日（証人

尋問・弁論））を経て，同年８月２９日，死刑判決が下された（この間は

「らい予防法」反対闘争が繰り広げられていた時期であり，一審死刑判決

はまさに「らい予防法」制定直後であった。）。 

  ウ 控訴審以降 

    １９５３年（昭和２８年）９月７日，Ｆは福岡高等裁判所に控訴し，福岡

高裁でも５回の公判（１９５４年（昭和２９年）１月２８日から同年１０月

１５日まで）が菊池医療刑務支所内で行われたが，同年１２月１３日，控訴

棄却判決が言い渡された。 

    高裁判所への上告も，１９５６年（昭和３１年）４月１３日と１９５７

年（昭和３２年）３月２２日，口頭弁論が開廷されたが，１９５７年（昭和

３２年）８月２３日判決で，上告棄却され，死刑が確定した。 

    死刑判決確定から５年後，３回目の再審請求について熊本地方裁判所が棄

却した翌日の１９６２年（昭和３７年）９月１４日，菊池医療刑務支所から

福岡刑務所（拘置所）に移送され，死刑が執行された。 

   なお，死刑執行直後（１９６２年（昭和３７年）９月１７日），Ｆの母・

娘が上記棄却決定に対して即時抗告したが（検証会議報告書１４０頁），再

審請求人が死亡した場合，直系親族は，新たに再審請求することができると

しても，再審請求人の地位を承継し，又は独立して即時抗告することはでき

ないとして，即時抗告は棄却された（福岡高裁昭和３８年３月１５日決定・

下級裁判所刑事裁判例集５巻３・４号２１０頁）。 

２ 菊池事件の契機・背景 

 （１）菊池恵楓園の増床による強制収容の徹底・強化 

    １９４７年（昭和２２年）から戦後の「第２次無らい県運動」が始まり，

１９５０年（昭和２５年），菊池恵楓園の１，０００床増床計画が立てられ，

１９５１年（昭和２６年）６月，１，０００床増床が完成し，軽症患者も含

めて未収容患者の強制収容の徹底・強化が図られた。 

    菊池恵楓園入所者数は，１９５１年（昭和２６年）が圧倒的に多く（１９

４９年（昭和２４年）は１０８名，１９５０年（昭和２５年）は１３０名，
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１９５１年（昭和２６年）は４２６名，１９５２年（昭和２７年）は１３５

名，１９５３年（昭和２８年）は１１４名），また，１９５１年（昭和２６

年）に菊池恵楓園に入所した４２６人のうち，出身県別内訳は，熊本１８５

名（４３％），長崎５２名（１２％），大分４７名（１１％），福岡４１名

（１０％）と続いており，熊本が群を抜いている（熊本県「無らい県運動」

検証委員会報告書９４～９５頁）。 

 （２）Ｆ氏の強制収容 

    このような強制収容の徹底・強化の中で，Ｆには自覚症状がなく，熊本大

学病院をはじめ複数の病院でハンセン病ではないと診断されていたにもか

かわらず，Ｆはハンセン病と断定され，１９５１年（昭和２６年）１月９日

付け熊本県衛生部長名義の菊池恵楓園への入所勧告書をＦに送り，菊池恵楓

園への強制収容を図った。 

    ハンセン病患者と診断されれば，いかなる病型・病状であろうと，たとえ

軽症であろうと，強制収容の対象とするという絶対隔離絶滅政策の徹底が，

捜査及び刑事裁判に予断と偏見を生じさせるなど，菊池事件の悲劇を生む原

因・契機となった。 

 （３）熊本県下の悲惨な事件 

同じ時期，菊池事件のみならず，熊本県下では強制収容の徹底・強化に伴

う悲惨な事件が相次いだ。 

１９５０年（昭和２５年）６月，熊本県天草で，ハンセン病と診断された

兄と暮らしていた１７歳の少女が，兄のハンセン病を知られたことを理由に

失恋したとして服毒による自殺を図り，また，同年８月，熊本県南部では，

５７歳の父がハンセン病と診断され収容を迫られたため，一家の行く末を絶

望した２４歳の息子が父親をライフルで射殺し，自らの生命を絶つという事

件が発生した。 

１９５４年（昭和２９年）には，熊本市内で，菊池恵楓園入所者の子ども

（菊池恵楓園付設保育所「竜田寮」児童）が黒髪小学校への登校をＰＴＡか

ら拒否されるという事件（黒髪小学校（竜田寮）事件）が起きた（事件詳細

は，検証会議報告書３９８～４０２頁に掲載）。 

強化される強制隔離の中でハンセン病に対する恐怖が掻き立てられ，社会

全体に根強い偏見が形作られたことは容易に想像される（熊本県「無らい県

運動」検証委員会報告書９５頁）。 

３ 隔離法廷の具体的状況 

 （１）非人間的な取扱い 
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    菊池事件の隔離法廷では，消毒薬の臭いが立ちこめ，被告人以外は白い予

防衣を着用し，ゴム長靴を履き，裁判官・検察官は手にゴム手袋をはめ，証

拠物を扱い調書をめくるにも火箸を利用し，証拠物の展示に際して被告人が

手にするのを裁判官は拒否したという（検証会議報告書１３３頁）。 

ハンセン病隔離法廷では，ハンセン病患者に対し非人間的な差別的取扱い

がなされていたのである。 

 （２）有罪証拠・捜査上の問題 

    また，有罪認定の決め手となった叔父・大叔母の供述，凶器（短刀）に関

する鑑定書，衣服に関する鑑定書などについても，様々な問題があった。 

    警察は，当初，草刈り鎌を凶器としていたが，鑑定書で凶器が草刈り鎌で

はないとされた後，凶器を鋭利な短刀に変更するなど，捜査過程にも問題が

見られた。 

    菊池恵楓園入所者聴取では，慰安所（旧公会堂）で行われた菊池事件の刑

事裁判において，被告人Ｆが警察官の証言は虚偽であるとして大声で訴えて

いたことを聞いた入所者がいたということであった。 

 （３）非公開性 

検証会議は，隔離法廷で刑事裁判が行われたことについて，「一般人が傍

聴することが極めて困難な状況にあるということであり，いわば『非公開』

の状態で裁判は進行した」と批判している（検証会議報告書１３３頁）。 

山本俊一（東京大学医学部名誉教授）も「一連の公判は療養所内の施設を

利用した仮法廷で非公開のまま行われた」と評している（山本俊一「増補日

本らい史」２３８頁）。 

４ 第一審の弁護活動・判決・問題 

（１）第一審の弁護活動 

    殺人事件の第一審では「弁護不在」というべき問題があった。 

    被告人が殺人を否認し，無罪を主張しているにもかかわらず，第一審国選

弁護人は，「現段階で別段述べることはない」と述べて罪状を争わず，検察

官請求証拠に全て同意し，検証にも立ち会わず，わずか５回の公判で結審し，

死刑判決が下された。 

    この点，「弁護士でさえも，基本的人権を守らなければならない立場に立

っていなかった」「当時の『無らい県運動』の中で醸成された風潮に弁護士

も浸かってしまっていた」と厳しく指摘されている（熊本県「無らい県運動」

検証委員会報告書１０１頁）。 

    なお，後述（第１２）するとおり，菊池事件国賠訴訟判決では，第一審の
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弁護人の訴訟活動及び裁判所の訴訟手続について，実質的な意味での刑事弁

護選任権侵害（憲法３７条３項違反）の疑いを認定している。 

（２）一審死刑判決 

    また，一審判決は，「癩疾患者と断定された上は素直にこれに応じ」「一

意療養に専念することこそ唯一の更生の途であるにもかかわらず」，未決監

を脱走し被害者を殺害したという理由のみで死刑判決を下している。 

    結局，ハンセン病は恐ろしい伝染病であり，患者は絶対隔離されなければ

ならないという予断と偏見が，極刑を選択させる決定的な事情になったと言

える。 

    内田博文教授によれば，当時，永山事件 高裁判決（１９８３年）の死刑

基準（注）は確立していなかったところ，実務上，被害者が１人の場合，死

刑判決は言い渡されていなかったにもかかわらず，菊池事件において，上記

理由で死刑が言い渡されたことは，結局，強制隔離政策を担った人を殺害す

ることは，国の強制隔離政策に対する「謀反」として死刑になるという判断

であり，社会防衛が非常に強調されていると分析している（第２部シンポジ

ウム「隔離法廷と法曹の責任」反訳報告・パネルディスカッション発言）。 

 （注）「永山事件」死刑基準（昭和５８年７月８日 高裁判決・刑集第３７巻

６号６０９頁） 

「犯行の罪質，動機，態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性，

結果の重大性ことに殺害された被害者の数，遺族の被害感情，社会的影

響，犯人の年齢，前科，犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき，

その罪責が誠に重大であつて，罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地

からも極刑がやむをえないと認められる場合には，死刑の選択も許され

るものといわなければならない。」 

 （３）裁判官の「パターナリズム」 

菊池事件で第一審死刑判決を下した左陪席裁判官の語った内容が，以下の

とおり（抜粋），新聞報道された（１９５６年（昭和３１年）４月１１日，

朝日新聞）。 

「裁判の際は 高裁に許可を求め，菊池恵楓園で５回以上にわたり法廷を

開いた。ライ患者を裁判所の法廷に入れて審理を続けることはよくないと考

えたからで，従って出向をきらったというのは全然反対だ。」（内田博文「ハ

ンセン病検証会議の記録」４４８頁） 

隔離法廷が実施された真の理由は，通常の法廷ではハンセン病が伝染する

という恐怖感と，患者移動時や患者が接触した物件の消毒に多大な負担が強
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いられるという理由からである。にもかかわらず，通常の法廷で裁判を行う

とハンセン病患者は差別・偏見に晒されるため，隔離法廷で裁判を行ったと

説明しており，「善意」ないしパターナリズムによって隔離法廷を正当化し

ており，差別意識を欠いている。「善意」ないしパターナリズムは，差別・

偏見と表裏一体と言えよう。 

本人を保護する目的で本人に対して法的規制を行うことを「法的パターナ

リズム」というところ（田中成明「法学入門」（新版）８１頁），ハンセン

病患者本人を差別・偏見から保護するために裁判所法に基づいて公開裁判を

受ける権利の制限を正当化することは「法的パターナリズム」に該当し，「法

的パターナリズム」による人権侵害ということができる。 

内田博文教授は，戦後の「無らい県運動」では，強制隔離政策について，

社会防衛を一面的に強調すると患者等から反発があるため，一面で社会防衛

を強調しながら，他方で療養所に入ることは本人のためであり，社会の差別・

偏見から回避できると理屈付けしたため，法曹の中でも特別法廷に抵抗感が

なかったという部分があり，特別法廷には社会防衛と法的パターナリズムと

いう二つの側面があったと分析している（第２部・シンポジウム「隔離法廷

と法曹の責任」反訳報告・パネルディスカッション発言）。 

 ５ 隔離法廷の状況に関する証言 

 （１）元書記官の告白・懺悔 

    １９６１年（昭和３６年）６月ころより，菊池医療刑務支所の教誨師とし

て，Ｆを含む受刑者２０余名を集めて話をし，死刑確定囚Ｆと個室で話をし

ていたという坂本克明氏（ひばりヶ丘教会牧師）は，「Ｆ事件について」と

いう文書の中で，菊池事件を担当した元書記官が，１９８４年（昭和５９年）

１１月，坂本克明氏に対し，次のように菊池事件の裁判の状況を告白し，懺

悔したという。 

   「会（知人の保護司の叙勲祝賀会のこと）が終わってから，私は１室に招き

入れられました。そこには，今では法務省機関の責任者についておられる方

が既にいらっしゃいました。そして，彼はこう言われました。『Ｆさんの

初の裁判の時，私は書記官をしていました。裁判長が証拠のタオルを提出す

るように言われた時，私は割り箸でそのタオルをつまんで持っていきまし

た。当時，裁判に関係した者の誰もが，国選弁護人でさえも，差別と偏見を

もって裁判にあたり，それは事務的に進められたのです。どうか許して欲し

い，１人の人間として扱わなかったことを…。私たちはボロ雑巾のように彼

を扱ったのです。』私には，返す言葉もありませんでした。」（熊本県「無



44 
 

らい県運動」検証委員会報告書１００頁）。 

    司法関係者がハンセン病患者に対する極めて非人間的な取扱いをしていた

ことを示す も象徴的な出来事である。 

 （２）菊池医療刑務支所の様子（非公開性・不平等性） 

    「Ｆ氏を救う会」副会長であった歌人中野菊夫は，「Ｆ事件特報」（１９

６０年（昭和３５年）２月１日，「全患協ニュース」所収）において，菊池

医療刑務支所の隔離法廷の様子，菊池事件の裁判の非公開性・不平等性につ

いて，以下のように述べていた。 

   「Ｆ君の事件を私が知ったのは，熊本の恵楓園を訪ねたときからであった。

恵楓園からほど遠くないところに，熊本医療刑務所があるが，そのコンクリ

ートの塀に囲まれた中に，さらに塀で区切られて療養者のための法廷がしつ

らえてあった。もちろん，随時必要に応じてそこが仮法廷となるのだが，Ｆ

君はそこで判決を言渡されたのであった。法定弁護士だけで，傍聴者もない

法廷であった。そこへ入るためには，医療刑務所の厳重な門を通らなければ

ならないし，さらにもう１つの門をくぐってからでなければゆくことができ

ない。 

    私たちは，どのような裁判であっても，自由に傍聴者になりうるし，公開

された法廷で裁かれるはずである。Ｆ君は，ハンゼン氏病という病気にかか

ったがためにこのような世の人の目からことさらに遠ざけられたところで

裁判をされているのだ。私はそのことに対して先ず第一に不審をいだいた。

自分がもし，この立場に立たされたときには，これではかなわないと思った。

決して平等の立場で法のさばきを受けているとは考えられなかった。」 

 （３）検証会議（菊池恵楓園ヒアリング） 

    ２００４年（平成１６年）６月１６日に菊池恵楓園で実施された「ハンセ

ン病問題に関する検証会議」（第１８回）の入所者ヒアリング（議事録７頁）

では，菊池事件がほとんど傍聴人のいない中で園内裁判が行われたことにつ

いて，「裁判というのは公開が原則なんですよね。新聞記者も何も入ってい

ないですよね。報道されていないし，そのことは事実だろうと思います。公

開されない裁判というものはあってはならないですよね。でも， 高裁判所

までが出張裁判を認めるということで，公開もしない。そのことが認められ

ているということは，私たちは日本国憲法から，ハンセン病という病名が付

けられた，そのことによって除外されて，憲法の外に置かれていたという事

実を何よりも物語るものではないかというふうに思います。」と述べ，この

とき既に，裁判の公開原則に反し，ハンセン病患者は「憲法の適用外」とし
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て扱われていたという根本的な憲法問題を端的に訴えていた。 

 （４）Ｆ氏本人の手紙（述懐） 

    Ｆ氏本人が「全国の皆様へ」宛てた（死刑執行直前の）手紙「監獄１１年

間の星霜を顧みて」（菊池恵楓園患者自治会機関誌「菊池野」昭和３８年８

月号所収）には，以下のように，ハンセン病患者に対する差別的裁判という

ことが述懐されている。 

   「私がライ患者故に偏見と予断により無実の罪で投獄されましてから満１１

年間を過ぎましたが自分の無実を主張する気持ちは今でも変わりはありま

せん。私は殺人犯のぬれぎぬを着せられ，死刑囚という大罪名で監獄につな

がれて居ります。」「私の裁判は，一般社会の人々の裁判と違って，私がＨ

氏病と云う病名を背負っているので証拠調べの公判の時など私が近づくの

を恐れている裁判官達は，ゴム製の手袋をはめて，それに三尺もある様な長

い箸で一つ々々とはさんて私に見せるように病気を恐れてのひどいもので

あった。私が，私物であるか，否かを確かめるのに近づけば，それに敬遠す

るのであった。この公判には社会の傍聴者もないから誰一人も知らないので

あり，証拠にもならないものが証拠に採用されて，一方的に私の罪科は決定

されました。」と述べ，裁判関係者が，ハンセン病患者に対する偏見と予断

により，近づくことさえ恐れ，一般傍聴者もおらず，不当な証拠採用により，

殺人犯として濡れ衣を着せられ，死刑囚となっているというＦ氏本人の訴え

が語られている。 

 ６ 控訴審以降の弁護活動 

 （１）控訴審 

    控訴審では，全患協の支援により，野尻昌次（熊本県弁護士会）が私選弁

護人となり，ハンセン病患者に対する偏見･差別の下で審理不尽・事実誤認

の裁判がなされたことを主張し，菊池医療刑務支所において５回の公判が行

われ，それぞれ菊池恵楓園自治会役員数名が傍聴していたが，１９５４年（昭

和２９年）１２月，控訴棄却の判決が下された。 

 （２）上告審 

    上告審では，１９５６年（昭和３１年）４月１３日，第１回 高裁口頭弁

論が開かれ，野尻昌次，関原勇，柴田睦夫，霧生昇，青柳盛雄の弁護人５名

が出廷し，それぞれ弁論を行った。 

    弁護人青柳盛雄は「一審，二審とも病院内の狭い部屋で開廷され，傍聴人

も患者，親族等の極く限られた少数で特殊の形態の裁判が行われたようであ

る。被告人が癩病であるため隔離的な処理がなされたことは，やむを得ない
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ことと一般に承認されているようであるが，私はこれが問題であると思う。

癩患者は別の扱いを受けなければならないか，独り癩患者のみの関心事では

なく，良識ある国民の注意が集中し，その関心が高まりつつある特殊の事件

である」として，初めて隔離法廷に関する指摘を行った。 

    その後，裁判官交代による手続更新のため，１９５７年（昭和３２年）３

月２２日，第２回口頭弁論が行われ，野尻昌次，関原勇，柴田睦夫，佐藤義

弥，霧生昇の弁護人５名から弁論が行われ，それぞれ事実誤認と審理不尽，

またハンセン病患者であるが故の予断と偏見を指摘した。弁護人関原勇は

「病気の宣告を受けた当時被告にはそれが『死』と同義語であった。それは

一家の破滅を招くものだからであって，これは日本のハンセン氏病対策の人

権無視の事実を雄弁に物語るものであり，当時のハンセン氏病行政が一方的

であったことは『らい予防法』からみても明らかである」と述べて，原審判

決が独断と偏見に満ちたものであるとして十分な審議を求めた（検証会議報

告書１３６～１３７頁）。 

        このように，当時からハンセン病隔離法廷の差別性を問題にしていたこと

は特筆に値する。 

    しかし，１９５７年（昭和３２年）８月２３日， 高裁判所は，上告趣意

は適法な上告理由に当たらず，「原裁判所が所論のような予断偏見を有し，

良心に反して裁判をしたと認むべき資料は存しない」として，上告を棄却し

た。 

    高裁報告書では，菊池事件の被告人・弁護人は「公開原則違反というま

での明示的な主張をしたりした形跡は見あたらない」としているが（２３

頁），後述（第９節（国の各関係機関への要請）の第１）のとおり， 高裁

判所は，上記上告審弁護人の弁論の趣旨を踏まえて，隔離法廷の差別性，ひ

いては違憲性について，再検討を要する。 

 ７ 救援運動 

   １９５３年（昭和２８年）８月，第一審死刑判決が下された後，菊池恵楓園

入所者自治会から「救援運動」「公正裁判要請運動」が始まり，全国へ活動が

広がっていき，全患協でも「Ｆ氏を死刑から救う会」を発足させた。 

   第二審判決後の１９５５年（昭和３０年）から既に全患協・自由法曹団・国

民救援会・全医労などの組織的取組が始まっていたが，１９５８年（昭和３３

年）３月，「Ｆを救う会」が発起人１３３名により東京で発足した（検証会議

報告書１３１頁）。 

 ８ 再審請求・死刑執行 
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 （１）再審請求 

    １９５７年（昭和３２年）１０月，第１次再審請求がなされたが，棄却さ

れ，１９６０年（昭和３５年）１２月，第２次再審請求がなされたが，１９

６１年（昭和３６年），棄却され，１９６２年（昭和３７年）４月，第３次

再審請求がなされた。 

 （２）死刑執行 

    １９６２年（昭和３７年）８月，上記支援団体等による現地調査が行われ

るなど，再審を求める世論が大きく高まっていた。 

    しかし，そのような 中，１９６２年（昭和３７年）９月１１日，中垣国

男法務大臣は，死刑執行書を発布した。その直後の同月１３日，再審請求が

棄却され，翌日（９月１４日），Ｆは菊池医療刑務支所から福岡刑務所（福

岡拘置所）に移送され，即時抗告の機会も与えられないまま，同日，死刑執

行されるに至った。 

    菊池恵楓園入所者によれば，死刑執行直前のＦと福岡刑務所職員との会話

などから，Ｆは死刑執行を事前に知らされておらず，また，ハンセン病患者

を拘留する場所が福岡刑務所にはないため，中庭に待機させた後，直ぐに死

刑執行がなされるなど，極めて差別的取扱いがなされたという。 

 （３）教誨師坂本克明氏の述懐 

    坂本克明氏（ひばりケ丘教会牧師）は，隔離法廷及びＦの死刑執行につい

て，次のように語っている（２０１０年６月１０日「熊本日々新聞」朝刊

News インタビュー「旧菊池医療刑務所の様子は」より引用） 

   「療養所者医療刑務所内に開設された特設法廷を使い，裁判は事実上の非公

開。死刑執行も突然で，教誨師として 後にも立ち会えなかった。事件をモ

チーフにした映画『新・あつい壁』の制作にも実行委員長でかかわったが，

人間を死に追いやる差別の恐ろしさをぜひ感じて欲しい」 

    通常，死刑執行される場合，事前に連絡を受け，死刑執行時の立会いが認

められていたが，Ｆについては教誨師への連絡さえなかったという。 

 ９ 小括 

      菊池事件に於けるハンセン病隔離法廷の実態は，ハンセン病患者の個人の尊

厳を踏みにじる著しい人権蹂躙であったことを物語っている。 

   山本俊一は「容疑者がハンセン病患者であったために捜査，公判，上告及び

死刑執行の過程で患者に対する偏見と差別が影響し，公正さの欠如した裁判と

いう疑いが暗い影をおとし，わが国裁判史上に問題を残す結果となった。」と

指摘し（山本俊一「増補日本らい史」２３７頁），大谷藤郎も「異例のスピー
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ド裁判で早々と死刑を執行されてしまった。ハンセン病偏見の故に捜査も審理

も十分でなく，死刑執行のみが急がれたのではないかという疑問は今も消えて

いない。」と指摘している（大谷藤郎「らい予防法廃止の歴史」１４６頁）。 

第７ 「隔離法廷」の実態②（菊池医療刑務支所について） 

   次に，１９５３年（昭和２８年）以降，「隔離法廷」が実施されてきたハン

セン病患者専用の刑事収容施設「菊池医療刑務支所」の実態について考察する。 

１ 菊池医療刑務支所の概要 

 （１）設置計画・決定に関する経緯 

    前述のとおり，１９４７年（昭和２２年）１１月，「重監房」が廃止され

ることとなり，それに代わるハンセン病患者専用の刑務所（刑事収容施設）

の設置が問題となったため，厚生省と法務府（当時）との間で議論が続けら

れた。 

    また，１９５０年（昭和２５年）１月，栗生楽泉園で発生した入所者間の

殺人事件について，衆議院厚生委員会の実地調査が行われ，同委員会は「癩

療養所に隣接して特別なる刑務所を１，２カ所に設置をしなければならな

い」との見解を示した。 

    そして，１９５０年（昭和２５年）７月，厚生省と法務府との間で，菊池

恵楓園内に「癩刑務所」を設置することが合意されたが，法務当局で予算を

取ることは困難であり，厚生省で予算を取れば，法務府は監獄法に基づく代

用監獄に指定することとした（１９５１年（昭和２６年）度に予算化され

た。）。 

    他方，１９５０年（昭和２５年）８月，菊池恵楓園入所者が巡査を刺傷す

る強盗未遂事件が発生し（後述の菊池恵楓園隔離法廷指定第１号事件（Ｓ事

件）），検察庁は菊池恵楓園に対し被疑者の収容を求め，菊池恵楓園はそれ

を受け入れたが，それを契機に，熊本地方検察庁・熊本刑務所・熊本県衛生

部・菊池恵楓園による協議会が開催され，「緊急に癩刑務所の設置を要望す

べきである」という意見で一致した。 

    １９５０年（昭和２５年）１０月，国立療養所長会議で，「癩刑務所」を

菊池恵楓園に設置することが多数決で決定されたが，菊池恵楓園自治会は，

「患者が療養環境の明朗化を期して努力しているとき，所内に刑務所を設置

することは人間性を無視した行為であり，精神衛生の面から見ても，恵楓園

の致命的欠陥になるものだ」として強く反対した。 

    そのため，患者居住区の建設は避けられたものの，菊池恵楓園（厚生省所

管）の敷地の一部を法務府へ無償所管替えをして，形式上は園外（菊池恵楓



49 
 

園の隣接地）に建設されることとなった。 

    １９５３年（昭和２８年）３月，ハンセン病患者専用の（未決･既決の）刑

事収容施設として熊本刑務所所管の菊池医療刑務支所が開設された。 

 （２）施設概要 

    菊池医療刑務支所は，敷地１１，５６０坪（構内４，３３５坪，構外７，

２２５坪），収容定員は７５名で，収容対象者は「刑の確定したらい患者」

「犯罪の容疑者で未決拘禁を要すべきらい患者で必要と認めた者」，収容区

分は全国とされた。 

 （３）「臨時法廷」の概要 

    そして，菊池医療刑務支所の概要には，建物の一つとして，「接見所兼臨

時法廷」が記載されており，ハンセン病患者専用の隔離法廷の設置が予定さ

れていたことが分かる（菊池恵楓園社会交流会館収蔵資料「菊池醫療刑務支

所概要」）。 

    「接見所兼臨時法廷」は，菊池医療刑務支所内の北東側角に隔離されて設

置された建物であり，面会人・傍聴者など外部からの出入りは，庁舎正門と

は別に設置された「接見所兼臨時法廷」前にある小さな扉に限定された構造

になっている（菊池恵楓園社会交流会館収蔵資料「菊池医療刑務支所建物略

図」）。 

    １９５３年建設当時の菊池医療刑務支所の塀だけは（２０１９年６月に取

り壊されるまで）残されており，当連合会人権擁護委員会の現地視察（２０

１７年１月１２日）においても，高さ約４メートルの塀で囲まれた刑務所の

北東側角付近に，「接見所兼臨時法廷」に出入りするための小さな扉の存在

を確認したところ，扉の大きさは，幅が約１メートル程度，高さが約２メー

トル程度で，人が１人しか通ることができないような大きさであった（第３

部「現地視察報告書」第１「菊池恵楓園・園内視察」参照）。 

    また，当時，上記接見室に自治会役員が被収容者に面会に行った際の様子

を写した貴重な写真が菊池恵楓園自治会に所蔵されており（同視察報告書参

照），事実上，外部からの出入りが極めて限定されていた状況であったこと

が看取できる。 

 （４）被収容者数等 

    熊本刑務所から検証会議に提出された文書によれば，被収容者数は，合計

１１７名（うち被疑者１３名，受刑者１０４名）であり，１９６６年（昭和

４１年）以降は５名以下，１９８８年（昭和６３年）以降は０名となってい

る。 
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    罪名は，詐欺･窃盗等が３５名，傷害･暴行等が１５名，殺人･殺人未遂が１

３名，贓物故買等が１２名，強盗･強盗未遂等が９名と続く。 

    受刑者１０４名のうち，無期懲役は２名，有期懲役が１０２名である（以

上，内田博文「ハンセン病検証会議の記録」４５６頁）。 

 （５）新刑務所の新築 

    １９５３年（昭和２８年）３月開設の菊池医療刑務支所（以下「旧刑務所」

ともいう。）は，老朽化等に伴い，１９８６年（昭和６１年），同刑務所の

隣接地に収容定員１０名の新菊池医療刑務支所（以下「新刑務所」ともいう。）

が新築された。 

  菊池恵楓園入所者によれば，新刑務所には軽犯罪法違反の被告人１名が収

監されたに留まるとのことである（検証会議報告書１１９，１３２頁でも，

新菊池医療刑務支所の被収容者は１名のみであることが確認できる。）。 

 （６）菊池医療刑務支所跡の状況 

    当連合会の現地視察（２０１７年１月）当時，１９５３年（昭和２８年）

３月開設の旧刑務所の建物は既に取り壊され，周囲の塀（高さ約４メートル）

のみが残っており，１９８６年（昭和６１年）開設の新刑務所は，建物が残

されていた（第３部「現地視察報告書」第１の２（菊池医療刑務支所跡）参

照）。 

    なお，菊池医療刑務所跡地には合志市立小中学校が建設されることとなり，

２０１９年（令和元年）６月に旧刑務所の塀及び新刑務所の建物は全て取り

壊された。 

 （７）法的問題 

    「らい予防法」に基づく強制隔離政策の人権侵害性・違憲性について，政

府がその責任を認め謝罪したことに鑑みれば，法務省が，ハンセン病患者を

一般人の被収容者と隔離収容する政策を遂行して，ハンセン病患者専用の刑

事収容施設として「らい予防法」制定と同年（１９５３年）に開所した旧菊

池医療刑務支所を設置・存続したことにより，旧菊池医療刑務支所にハンセ

ン病患者を収容したことに対する人権侵害性・違憲性が問われることとな

る。また，さらに１９８６年（昭和６３年）になって新菊池医療刑務支所を

設置し，ハンセン病患者を収容したことについては人権侵害性・違憲性がよ

り一層重大であり，法務省の責任が厳しく問われる。 

    もちろん，旧菊池医療刑務支所内に「臨時法廷」を設置し，隔離法廷とし

て使用し続けていたことは，司法の責任として問題となる。 

２ 傍聴者（教誨師）の証言 
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   菊池医療刑務支所の教誨師坂本克明は，隔離法廷の様子について，以下のよ

うに証言していた。 

 （１）２００４年（平成１６年）６月１６日「ハンセン病問題に関する検証会議」

（第１８回・菊池恵楓園）（議事録１１頁） 

   「私は（昭和）３６年６月から毎月１回，菊池医療刑務所に行くようになり

ました。それは前の古い刑務所でございまして，刑務所の中に裁判所の支所

がございました。私はしばしば暇なときには傍聴いたしました。さっき傍聴

席があったかというお話ですが，そうですね，５人分ぐらいありましたね。

傍聴する者はだれもおりませんでした。私が行けば私１人で，わりあいに証

人喚問するような，そういう事件ではなくて，自転車を盗んだとか，ほかの

人のお金を失敬したというような事件が非常に多うございましたけど，何回

も熊本地方裁判所菊池支所という看板のところに行ったことがございます。

小さな部屋で，裁判官と，検察官と，国選弁護人と，それと被告席があって，

私が座ると，それだけでいっぱいになるような小さな部屋に裁判所という看

板がございまして，そういうところを見たことがございます。」 

（２）「旧菊池医療刑務所の様子は」（２０１０年６月１０日「熊本日々新聞」

朝刊 News インタビュー（ひばりヶ丘教会牧師）より引用） 

   －菊池医療刑務所に出向いたのは，いつごろですか。 

   「（１９）６１年から６７年まで月１回，聖書の話をするため通った。各地

の刑務所を訪ね，実態は知っているつもりだったが，ハンセン病患者の刑

務所は，これまでとは全く違った。」 

   －刑務所内はどのような感じでしたか。 

   「消毒薬の臭いが鼻をつき，看守は白衣，長靴，マスク姿だった。白衣を着

るよう求められたが，治る病気だと知っていたし，収容者と距離をつくり

たくなかったので断った」 

   「刑務所の入り口の横には，風呂場があった。収容時にはそこで体を洗わさ

れ，服や靴など身につけていた者は焼却された」 

   －当時の収容者の数は 

   「刑務所長が書き残した記録によると，（１９）６１年１４人，６２年１１

人。ところが，講堂で聖書の話をする時は５０人以上集まった。その違い

は何か。恐らく，けんかなどをした素行不良者だったのではないか。所長

も否定しなかった。懲戒の意味で収容されていたとすれば，かつて療養所

内にあった監禁室と同じ使い方をされていたことになる。」 

   －殺人罪に問われ，無実を訴えながら死刑になった「Ｆ事件」の男性とも，
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面会を重ねられていますね。 

   「療養所者医療刑務所内に開設された特設法廷を使い，裁判は事実上の非公

開。死刑執行も突然で，教誨師として 後にも立ち会えなかった。事件を

モチーフにした映画『新・あつい壁』の制作にも実行委員長でかかわった

が，人間を死に追いやる差別の恐ろしさをぜひ感じて欲しい」 

   －医療刑務所の保存気運が高まっていますが。 

   「今ある建物を残すのもいいが，特設法廷が開設された建て替え前の刑務所

の模型をつくって，ハンセン病差別の象徴として後世に伝えてほしい。私

自身，講演活動も続けていきたい。」 

 （３）「Ｆさんの教誨師として」（ひばりヶ丘複音教会牧師坂本克明，菊池恵楓

園入所者自治会機関誌「菊池野」通巻第６９１号，２０１３年４月１０日） 

「私は恵楓園に来て，この特設法廷の裁判を何回も傍聴しました。法務当

局は， 初は傍聴を嫌がったんですけど，『傍聴させて下さい。私は教誨師

ですから』と厳しく言いましてよく傍聴しました。その代わり消毒するとい

う。『丸裸になって消毒するとですか』と聞くと，『足だけで良か』と，足

を消毒して入りました。」 

「裁判の進め方にしても，もうその日のうちに判決が出る。判決が出ても，

普通の人だったら刑務所に行くんだけども，棟が違うばかりの所に入れられ

るということで，非常におかしいと思いました。そういう裁判を何回も見ま

したけど，きわめて事務的で，弁護人も「本人が改悛しております。何とぞ

穏便なご処置を」と決まり文句をいうばっかりで，そして求刑になって，昼

から判決です。そういう流れの中で至って簡単に判決が下され，収容される。」 

「日本に憲法があるけれども，あんまり簡単なもんですから，もうここは

憲法も法律も及ばない世界だなあとその時つくづく思いました。憲法違反ば

っかりです。」（以上，抜粋） 

３ 「接見所兼臨時法廷」外での開廷 

ところで， 高裁報告書（２７頁）では，１９６１年（昭和３６年）から１

９６７年（昭和４２年）まで菊池医療刑務支所で教誨師を務めた者のヒアリン

グ結果及び同人の手記によれば，菊池医療刑務支所の「臨時法廷ではなく，菊

池医療刑務支所の正門を入ってすぐの建物内にあった「被服倉庫」と「備品其

他庫」の間の戸を外し，縦約９メートル，横約６メートルの部屋を作り，机，

椅子を並べて法廷としていた。開廷の告示は外壁に貼付されていたが，人通り

は全くなかった。傍聴席は作られておらず，一般の傍聴人はおらず，教誨師が

傍聴するのみであった」とされている（資料編第８節の第１（入所者等の聴取
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報告書（添付図面）参照）。 

これは，菊池医療刑務支所内の「被服倉庫」「備品其他庫」を利用して隔離

法廷が実施された可能性を示している。 

要は，いかに閉鎖的な場所であろうと，菊池医療刑務支所のどこかに告知さ

えすれば開廷できるという安易な考え方に基づいていると言え，ハンセン病患

者に対する隔離法廷の運用の杜撰さを示している。 

４ 体験者の証言 

   当人権擁護委員会による資料収集・聴取調査の中で，菊池医療刑務支所の「臨

時法廷」において，実際に刑事裁判に関わった弁護士（故人）の回顧録を収集

し，また，元裁判官（現弁護士）から証言を聴取したので，以下，要旨を紹介

する（全文は資料編第５節掲載）。 

 （１）弁護士の回顧録（２００１年（平成１３年）５月） 

    １９６０年（昭和３５年）ころ（注：菊池事件国賠訴訟判決（２６頁）に

おいて， 高裁報告書（別表番号１３０番）の昭和３５年８月３０日に公判

が開かれた刑事事件と認定している。），刑事事件の国選弁護人として菊池

医療刑務支所（隔離収容所）に出張した福岡県弁護士会所属の弁護士は，そ

の回顧録の中で，以下のような体験談を語っていた。 

    裁判官・検察官・弁護人は，白衣を着せられ長靴を履き，法廷に入る前に

通路に消毒用の靴洗い箱があり，その液に長靴のまま入り法廷に入った。法

廷は地方にある簡易裁判所位の小さなものであり，傍聴席には３，４列位の

椅子が並べられていた。 

    当時，ハンセン病は伝染性の不治の病気であると思ったので早く審理を終

えたいという気持ちが強く，そう思っていたのは裁判官や検察官も同じだっ

たと思う。と云うのは通常の審理と比べ，質問も極めて短くまた親切な取扱

いだったし早々に証拠調は終ったことからも推測された。 

    （公判後）所長と懇談したが，所長から「ハンセン病は完治する」とか「ハ

ンセン患者に対し隔離政策をとるのは不当だ」という話は全くなかった。１

９５０年代国際らい学会では患者は隔離すべきではないとの結論をだして

いたというのであるから日本のライ病患者に対する対策は非常に遅れてい

たことは否めない。 

    帰宅後，右腕を見たら直径２センチ位の丸い斑点が出ていたため，ハンセ

ン病に罹ったのかも知れないと本当に心配し，家族には勿論誰にも話さず２

～３日はどうしようかと悩んだが，この斑点は何時の間にか消失した。 

 （２）元裁判官からの聴取（２０１７年（平成２９年）２月） 
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    １９６５年（昭和４０年），菊池医療刑務支所で行われた出張法廷を担当

した元刑事裁判官（現弁護士）からの聴取概要は，以下のとおりである。 

    白い服を着せられて消毒してもらった記憶があるが，感染する病気と思い

込んでいたので，それでも怖かった。 

    傍聴人がいた記憶はない。菊池医療刑務支所の塀の扉が開いてあったかど

うか知らず，法廷の表示があったかどうかも知らない。 

    情状証人もおらず，被告人質問を経て，即日，執行猶予の有罪判決を言い

渡したのではないかと思う。 

    弁護人は執行猶予を求めるだけで，ハンセン病患者に対する差別的取扱い

や公開原則違反など違憲・違法の主張はしなかった。 

    特別法廷に疑義を抱くことはなく，特別法廷の指定を受けて審理するとい

うことは当然のことと思っていたような記憶である。 

    起訴状の被告人の住所は「菊池医療刑務支所内」となっていたはずであり，

起訴と同時に逮捕状，勾留状等が裁判所に送られてくるので，裁判所は被告

人の勾留場所を起訴と同時に知る。このように特別の事情がある場合には，

一般に，検察官が念のため，注意的に被告人の勾留場所に言及して特別法廷

の必要についても指摘してくるのが実務慣行であるから，本件もそのような

経緯で，（熊本地方裁判所が） 高裁判所に特別法廷の指定を上申したこと

は間違いないと思う。 

 ５ 小括 

以上のとおり，菊池医療刑務支所では，厳重な防毒衣が用いられて隔離法廷

における刑事裁判が実施されており，裁判所・検察庁・弁護人ら法曹関係者は

いずれも，ハンセン病に対して謂われなき偏見に基づく恐怖感を抱いており，

隔離法廷を通じてハンセン病の偏見を助長していたことが看取できる。 

第８ 「隔離法廷」の実態③（厚生労働省開示資料の概要・検討） 

１ はじめに 

   高裁報告書は，裁判所からハンセン病療養所への通知文書等の裁判資料，

ハンセン病療養所の病院日誌・入所者自治会誌などから，係属裁判所及びハン

セン病療養所・刑事収容施設等に告示を行っており，傍聴人が存在していたと

推認しており，それが公開原則違反を認めない根拠となっている。 

   そこで，当連合会が厚生労働省から資料開示請求して取り寄せた（ 高裁判

所に提供済みの）ハンセン病「隔離法廷」に関する資料に基づいて，隔離法廷

の手続・実態について概観し，検討した（なお，「隔離法廷」の公開原則に関

する一般的な違憲性判断基準は，「第４節 違憲性」で後述する。）。 
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２ 開示資料１（東北新生園） 

 （１）概要 

２件の窃盗事件と１件の窃盗未遂事件である。 

１９４９年（昭和２４年）１２月２８日，国立療養所東北新生園長厚生技

官から登米簡易裁判所判事職務代行裁判官に宛てて「出張困難な被告人の出

張審理について」と題する願書が提出された。内容は，被告人について窃盗

同未遂被告事件について上記裁判所で審理判決を受けることになったが，被

告人は当所に収容中のハンセン病患者であるため公判期日に同裁判所へ出頭

させるについては東北本線新田駅又は瀬峰駅より１貨車或いは１客車又は当

初よりバス１台の貸し切りを必要としその他伝染予防のため多大の警戒を要

するのみならず目下の交通事情においてはこのような措置も容易ではないた

め，当該審理判決は特別に上記療養所東北新生園にて審理を行うことを求め

るというものであった。 

願書を受けて，東北新生園で開廷されることになり，裁判所からは同月２

４日付で弁護人選任等の照会通知があった。 

簡易裁判法廷は，日赤館（編著者注：開示資料中に手書きで「当時は集会

所として利用」と記載している。）という新生園内の建物に会場がつくられ

た。正面に裁判官，向かって右側に書記と弁護人，左に検察官の席が設けら

れ，証人席が検察官席寄りに，裁判官の真正面に被告人席がつくられた。１

９５０年（昭和２５年）２月４日に開廷された。傍聴券は１５０枚が準備さ

れた。 

開廷審理の結果，即日，懲役１０か月４年間刑の執行猶予の判決があり，

同時に裁判費用は全部被告人負担の言渡しがあった。患者の大部分は傍聴を

許され，終始緊張して傾聴し，今後の取締り並びに防犯上資するところ多く

且つ一般に多大の教訓を与えたことが認められる。被告人は深く悔悟の意を

表し謹慎している。 

判決で裁判費用は被告人の全額負担となったが，嘆願書を裁判官宛に提出

して免除された。嘆願書には「消毒済」の印が押されて提出された。この裁

判があってから６年後に同じような窃盗事件があり，やはり出張裁判が宮城

会館という新生園内の建物で行われた。 

（２）検討 

１９５０年（昭和２５年）２月４日に開廷された窃盗・窃盗未遂被告事件

の裁判は， 高裁報告書別表（上申一覧）番号２３（ハンセン番号８）であ

る。なお，「この裁判があってから６年後に同じような窃盗事件があり」と
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ある事件は， 高裁報告書別表（上申一覧）番号１１２（ハンセン番号５９）

である。 

裁判の開廷場所について，前者は日赤館で，後者は宮城会館で，それぞれ

開廷された。当連合会人権擁護委員会委員が，東北新生園入所者自治会に確

認したところ，当時の東北新生園には入所者の地帯と職員の地帯とで厳格な

区分が存在したかどうかは必ずしも明らかでないが，日赤館は入所者が生活

していた地帯に所在し，宮城会館は入所者の地帯と職員の地帯のいずれに属

していたか判然としない場所に所在していたとのことであった。 

もっとも，当時の絶対隔離絶滅政策の下で，施設入所者以外の不特定かつ

相当数の一般国民が裁判傍聴のために入所者が生活する地帯やその付近に赴

くことは心理的に困難であり，不特定かつ相当数の一般国民が自由に裁判を

傍聴し得る状態でない開廷場所が指定されたと見るほかなく，このことは公

開原則との関係で問題である。傍聴券は１５０枚が準備されたとのことであ

るが，実際の傍聴人の人数や，被告人の親族・施設入所者以外の不特定かつ

相当数の一般国民が傍聴していたかどうかは不明であり，公開原則を充たし

ていたことを裏付けるものではない。 

判決後には，「消毒済」との印が押された嘆願書が裁判官宛てに提出され

た。嘆願書がハンセン病の感染源であるかの如き取扱いは，ハンセン病患者

への差別意識が背景にあることが窺え，ハンセン病患者の個人の尊厳からも

問題である。 

３ 開示資料２（栗生楽泉園） 

 （１）概要 

   ア 病院日誌「起訴状」の欄 

     前橋地方裁判所高崎支部で行われた１９５４年（昭和２９年）９月１７

日付起訴にかかる強盗事件に関するもので，公訴事実の要旨は栗生楽泉園

の入所者である被告人が他２名とともに祭りの帰り道に通りかかった被害

者を呼び止め，脅迫及び暴行によって畏怖させ，それに乗じて被害者が所

持していた焼酎や背広などを強取とするものである。 

   イ 「臨時法廷開設の件」と題する昭和２９年９月３０日付書面 

前橋地方裁判所高崎支部長は，栗生楽泉園長に対して発出した同書面で

「設備その他又は地理的関係から申しまして」「貴園内に臨時法廷を解決

することを御承認願うよりほかに方法がないかと存ぜられるのであるので

あります」「臨時法廷としては先年御願いしました時と同様講堂に椅子卓

子を適当に配置するだけで足りる次第でありますから念のため申し添えま
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す」としている。 

なお，同書面には承諾書の書式が添付されているが，実際に裁判所に提

出された承諾書は残されていないようである。 

   ウ 「臨時法廷開設の件伺」と題する昭和２９年１０月２３日付書面 

臨時法廷の開設について伺いを立てる栗生楽泉園内の決裁文書である同

書面によれば，「一．場所 栗生会館」，「一．日時 十月二十七日、二

十八日」，「一．場所 栗生会館」，「一．消毒 会館より連絡により実

施してください」とされている。 

  エ 昭和２９年１０月２２日付書面 

前橋地方裁判所高崎支部裁判所書記官補が栗生楽泉園長に対し，「同封

の告示一枚，貴園内適当な場所に掲載下さいます様重ねてお願い申し上げ

ます」とされている。 

     なお，同封の告示書は残されていない。 

オ 病院日誌 

   （ア）昭和２９年１０月１３日の欄 

「傍聴人の制限はできないものか。（この件は公会堂使用予定であ

る。）」「当人を多勢の前で裁きを受けさせるのは忍びない」（昭和２

９年１０月１３日夜）との記載がある。 

   （イ）昭和２９年１０月２０日の欄 

「１．本人が公会堂を法廷に使う事は成る可く避け狭い場所にしてほ

しい。」との記載がある。 

   （ウ）昭和２９年１０月２１日の欄 

「前記の非公開裁判は出来ないが，狭い所でも傍聴人が三十人位入場

できればよいのではないか善処してほしい」との記載がある。 

   （エ）「臨時法廷の記録」の欄 

      「２７日午前十時十分開廷」，「一．構成人員 裁判長，書記，検事，

弁護人，廷士，警備員（二名） 計７名，楽泉園職員三名，傍聴人一

〇〇名位」，「判決 主文 被告人を懲役三年に処する。確定の日か

ら三ヶ年間執行猶予する。」と記載されている。 

（２）検討 

ア 高裁報告書別表 

 臨時法廷に関する上申は，１９５４年（昭和２９年）９月３０日付けで

なされて開廷場所は栗生楽泉園とされた。同上申にかかる臨時法廷開廷

は，同年１０月２３日付けで認可された。 高裁報告書別表（上申一覧）
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番号９０（ハンセン番号４５）に該当する。 

イ 臨時法廷設置の理由 

臨時法廷を設置する理由としては，「設備その他又は地理的関係」があ

げられている。消毒の必要性から栗生楽泉園と裁判所との間の押送が困難

であることによるものと考えられる。 

ウ 開廷の告示 

 開廷の告示については，前橋地方裁判所書記官補が栗生楽泉園園長に告

示書を園内の適当な場所に掲載するよう求めている。 

エ 具体的な開廷場所 

  臨時法廷は「栗生会館」ないし「公会堂」で開廷されたとの記載がある

が，その場所は明らかではない。 

旧栗生会館（青年会館）は１９３２年（昭和７年）に建築されて当初は

映画や演劇などの催し物がなされたが，１９３８年（昭和１３年）に中央

会館が建設された後には催し物は中央会館でなされるようになり，旧栗生

会館（青年会館）は園内学童の教育の場として使用され， 終的には園内

青年団の集会所として使用されたことから「青年会館」と呼ばれるように

なった。なお，厚生労働省開示資料３によれば，１９５５年（昭和３０年）

ころには既に「青年会館」と呼ばれていたようである。 

高裁報告書では，「栗生会館」を「旧栗生会館（青年会館）」と特定

しているが，（当連合会人権擁護委員会委員に対する）入所者の説明によ

れば，１９５０年（昭和２５年）に行われた殺人事件の臨時法廷（上記（１）

イの「臨時法廷としては先年御願いしました時」に該当すると考えられ

る。）は「中央会館」で行われたとのことであった。また，「公会堂」と

の記載もあるが，当時，「公会堂」としての機能を有するのは「中央会館」

であった。 

１９５５年（昭和３０年）には既に旧栗生会館（青年会館）が「青年会

館」と表示されていることを考慮すれば，臨時法廷が開催されたのは「中

央会館」と考えられる。「中央会館」は有菌地帯（患者地帯）である。 

なお，現存する「中央会館」は旧「中央会館」と同じ場所に１９９１年

（平成３年）に建て替えられたものである。旧「中央会館」は１９８９年

（平成元年）に取り壊されている。 

オ 臨時法廷の不合理性・違憲性 

臨時法廷が開廷された理由は，「設備その他又は地理的関係」であるが，

ハンセン病患者についてのみ，通常の法廷とは異なる設備等で開廷をする
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理由はない。 

また，臨時法廷が開廷された場所は明らかではないが，前述のとおり，

有菌地帯（患者地帯）で開廷されたと考えられ，仮に有菌地帯でないとし

ても，ハンセン病療養所である栗生楽泉園内で開廷されている。当時のハ

ンセン病に対する一般国民の認識や絶対隔離絶滅政策の下，一般国民が有

菌地帯はもちろんのこと，ハンセン病療養所に赴いて裁判を傍聴すること

は考えられず，臨時法廷は，不特定かつ相当数の一般国民が自由に裁判を

傍聴し得る状態で開廷されたと言うことはできず，公開原則に反している。  

なお，被告人は傍聴人を限定した裁判を行うことを希望しているかの病

院日誌の記載も見受けられるが，栗生楽泉園の入所者である被告人が同じ

入所者による傍聴を希望しないことは心情として当然であるし，このこと

が公開原則違反を否定する理由にならないことは論を俟たない。 

４ 開示資料３（栗生楽泉園） 

 （１）概要 

   ア 犯罪事実等 

     １９５５年（昭和３０年）１１月１７日に栗生楽泉園においてなされた

賍物牙保被告事件に関する裁判であり， 高裁報告書別表番号１００（ハ

ンセン番号５３）の事件である。 

   イ 隔離法廷の開廷関係 

   （ア）特別法廷について 

１９５５年（昭和３０年）９月２３日付け栗生楽泉園長宛ての中之条

簡易裁判所判事代理簡易裁判所判事による「特別法廷開廷について依頼

の件」には，「貴院入院中の左記被告人に対する賍物牙保被告事件につ

いて，貴院に於て特別法廷を開廷のため一室を拝借致し度，ついては特

別法廷開廷に関する上司の認可を得るため，貴院の承諾書を必要と致し

ますので作成の上，至急御送付下され度御願い致します。」と記載され

ている。 

その後，中之条簡易裁判所から栗生楽泉園に対し被告人の診断書の送

付を依頼する電話連絡があり，１９５５年（昭和３０年）１０月７日付

け診断書が栗生楽泉園から中之条簡易裁判所宛てに送付されている（同

日付け「診断書作成依頼について」と題する書面の備考欄に「診断書に

ついては，病名，症状等を記入したものが必要とのこと」と記載され，

添付された「診断書」には「病名 結節癩」「右之者頭書の病症ニヨリ

●●本園ニ入所治療中ナルモ顔面ニ●●発生多数認メラレ癩菌陽性ナシ 
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右診断候也 昭和三十年十月七日 医師●●」と記載されている。）。 

１９５５年（昭和３０年）月１４日付けにて 高裁判所より「中之条

簡易裁判所は，被告人に対する賍物牙保被告事件について，・・・栗生

楽泉園において開くことができる。」との文書（ 高裁判所総総第５０

６号（訟ろ－１））が発付されている。 

   （イ）特別法廷開廷の通知について 

１９５５年（昭和３０年）９月２７日付け栗生楽泉園長宛ての中之条

簡易裁判所判事代理簡易裁判所判事による「公判期日通知並に書類掲示

方依頼について」には，「別紙認可書謄本を貴園正門前等適当の個所に

掲示せられたくお願い致します。」と記載されている。 

なお，認可書謄本は，同年１１月１日に門衛掲示板に掲示されている。 

   （ウ）開廷状況について 

裁判は，栗生楽泉園内の栗生青年会館にて開廷され，傍聴人は「患者

１５名位」であった。 

（２）検討 

ア 特別法廷の理由 

開廷場所を栗生楽泉園内の施設にすることの具体的な理由が記載されて

いないが，裁判所が栗生楽泉園に被告人の診断書の送付を求めた上で 高

裁判所による特別法廷の開廷の認可がなされていることからすると，被告

人がハンセン病に罹患していることだけをもって特別法廷を開廷すること

になったことを伺わせるものである。 

   イ 告示 

高裁判所の上記認可書謄本は門衛掲示板に掲示されたとのことである

が，上記認可書謄本には栗生楽泉園で特別法廷が開廷されるという事実し

か記載されていない。そのため，その掲示を見たとしても，いつ，どこで

開廷されるのかは分からないのであり，公開の法廷を担保するには掲示と

して不十分であったと言える。 

   ウ 開廷場所・傍聴 

また，開廷場所は患者地帯にあり園内青年団の集会所として使用されて

いた青年会館であり，このような場所で開廷されている法廷に，不特定か

つ相当数の一般国民が赴くことは考えられない。傍聴人は患者１５名位で

あり，記録上も一般国民が多数傍聴し得たという事実は伺われない。 

エ 結論 

以上からすれば，特別法廷は，憲法上の公開原則に反していたと言うほ
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かない。 

５ 開示資料４（長島愛生園） 

 （１）概要 

   ア 事案の概要 

１９５３年（昭和２８年）１１月２３日，長島愛生園内の寮の居室内で

発生したＡとＢ及びＣとの間の傷害等の事件である。なお，本事件は，「ら

い予防法」制定及び長島愛生園長光田健輔に対する辞職要求に関する入所

者間の紛争に関連して発生した事件である。 

同事件は，１９５３年（昭和２８年）１２月２６日に略式命令が出され，

その後，Ａ，Ｂ及びＣから正式裁判の申立がなされたことから，１９５４

年（昭和２９年）２月２２日に長島愛生園内において特別法廷が開かれた

ようである。なお，正式裁判についての資料は含まれていない。 

本件は，岡山地裁（昭和２９年１月１８日上申）に係る 高裁報告書別

表番号８３（ハンセン番号４０）の事件に該当する。 

   イ 隔離法廷の開廷 

１９５４年（昭和２９年）１月２８日付け 高裁判所事務総局総務局事

務取扱 高裁判所事務総局事務次長○○○○から岡山地方裁判所長に宛て

られた「裁判所以外に於ける開廷場所の指定について」には，「１月２７

日付け 高裁判所総総第１８号によって，貴庁管内牛窓簡裁の法廷を…国

立療養所長島愛生園で開くことができることになりましたので，一般に」

との記載がなされているが，これに続く部分は開示資料の中には存在して

いない（ 高裁報告書２４頁にも上記同様の引用あり。）。 

１９５４年（昭和２９年）２月３日付け岡山地裁所長から光田健輔長島

愛生園長へ宛てられた「裁判所以外に於ける公判開廷について」には，Ａ，

Ｂ及びＣについて， 高裁から長島愛生園において法廷を開くことの認可

があった，開廷日を同年２月２２日午前１１時に指定しているので，一般

傍聴者が入廷して差し支えのない場所を法廷に選定するようお願いする，

旨の記載がなされている。 

（２）検討 

正式裁判に関する資料が存在しないため，実際に開廷された特別法廷につ

いての詳細は不明である。 

高裁から岡山地裁所長宛ての文書において，一般傍聴者について何らか

の言及がされていると思われ，岡山地裁所長から長島愛生園長宛ての文書で

は，一般傍聴者が入廷して差し支えない場所を法廷に選定するよう求めてい
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ることから，裁判の公開について一定の配慮がなされていたことは推測でき

る。 

しかしながら，長島愛生園での開廷であることに鑑みれば，そのような場

所を開廷場所として指定すること自体が裁判の公開原則に反する取扱いであ

ったと考えられる。 

長島愛生園は，瀬戸内海の無人島に設置された療養所であり，当時は，現

在あるような本土との間の橋はなく，島外との往来はもっぱら船舶が利用さ

れていた。そのため，基本的には施設関係者しかいない環境であり，同園内

で特別法廷が開廷されたとしても，不特定かつ相当数の一般国民が自由に裁

判を傍聴することができたと言うことはできず，実質的に裁判が公開されて

いたとは認め難い。 

６ 開示資料５（長島愛生園） 

 （１）概要 

   ア 犯罪事実等 

１９４８年（昭和２３年）２月１７日になされた窃盗事件に対する裁判

であり，名古屋高裁（昭和２４年３月３１日上申）に係る 高裁報告書別

表番号１８（ハンセン番号７）の事件である。病院日誌には，「検挙され

検察官に於て身体検査により癩発見され●●（判読不能）釈放され自宅に

居たが七月二十九日県より送致となった」と記載されており，ハンセン病

を理由として，通常の逮捕・勾留をすることができず，愛知県によって，

ハンセン病療養所である長島愛生園に強制的に隔離・入所させられた経緯

が分かる。 

   イ 隔離法廷の開廷関係 

（ア）被告人宛ての１９４９年（昭和２４年）５月２日付け公判期日召喚状

では，「右の者に対する窃盗被告事件に付いて昭和二十四年五月二十五

日午前九時に公判を開廷するから長島愛生園に出頭されたい。」と記載

されている。 

（イ）長島愛生園長光田健輔宛ての１９４９年（昭和２４年）５月７日付け

書面では，「被告人●●に対する窃盗被告事件に付昭和二十四年五月二

十五日午前十時貴園に於て公判を開くことになりましたから別紙告示書

を貴園正門に貼付願います。」と記載されている（※公判時刻は，被告

人宛ての召喚状と異なり午前十時と記載されている。）。 

（ウ）１９４９年（昭和２４年）５月７日付け告示には，「当裁判所は昭和

二十四年五月二十五日午前十時岡山県長島国立療養所長島愛生園に於て
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被告人●●に対する窃盗被告事件の公判を開く。」と記載されている。 

（２）検討 

ア 隔離法廷の背景 

本件の被告人は，検挙された後，身体検査によってハンセン病患者であ

ることが発見され，釈放された後，愛知県によって長島愛生園に送致され

ている。１９４８年（昭和２３年）当時，ハンセン病患者を他の被疑者と

同様に逮捕・勾留することはできないという認識が蔓延しており，釈放に

至ったことや，戦後も絶対隔離絶滅政策が推し進められ県主導によって療

養所への入所が実現されていたことが分かる。 

   イ 隔離法廷の具体的な場所 

隔離法廷は，長島愛生園で開廷されたことが分かるものの，長島愛生園

のどこで開廷されたのかは不明であり，具体的な開廷場所，一般国民が傍

聴可能な場所・構造であったのかなどを判断することはできない。 

   ウ 告示 

また，告示には，日時と長島愛生園での開廷であることが記されている

のみで，長島愛生園のどの場所で開廷されるのかは不明であり，通常の裁

判所であれば法廷を特定して公にすることが求められていることと対比し

ても，不適切・不十分な告示であった。 

その上，告示は，長島愛生園の正門になされたに過ぎず，「長島愛生園

に於いて……公判を開く。」とあるのみで，具体的な開廷場所の告示をし

ていなかったことが分かる。 

エ 傍聴 

  長島愛生園が，通常，施設関係者等や患者・家族等しか出入りすること

のない場所であったことは，前記５（開示資料４）のとおりであり，不特

定かつ相当数の一般国民が裁判傍聴のために訪れるとは考えられない。そ

して，そのような長島愛生園の正門に，形式的に告示がなされたところで，

広く一般国民が隔離法廷の開廷を知ることができたとは到底言えない。 

オ 結語 

  よって，特別法廷の開廷場所，告示方法のいずれの点でも，憲法上の公

開原則に反していると言うほかない。 

７ 開示資料６（長島愛生園） 

 （１）概要 

   ア 事案 

高裁報告書別表番号１７（ハンセン番号６）（名古屋地裁昭和２４年
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３月１日上申）と思われる。 

被告人が長島愛生園から逃亡中の１９４８年（昭和２３年）２月１１日

に起こした強盗被告事件である。 

   イ 特別法廷関係 

名古屋地方裁判所裁判官から愛生園園長へ１９４９年（昭和２４年）２

月７日付け「病状並びに被告人引致可否の件照会」で，①被告人の近時の

病状，②被告人を当裁判所に引致することが可能であるか或いは当裁判所

の係員が御地に出張の上審理裁判するを適当とするか，を照会している。 

これに対し，長島愛生園長は「本人の病状が結節癩中等症にして癩予防

上の見地よりしても貴裁判所に引致することは不可能であるから本園に係

員が出張され審理裁判をされるを適当と思考する。」と回答している。 

被告人は，１９４９年（昭和２４年）３月２５日付け召喚状で，同年４

月１４日午前１０時岡山県長島愛生園臨時法廷に出頭するよう命じられて

いる。 

１９４９年（昭和２４年）３月２５日付けで，昭和２４年４月１４日午

前１０時に岡山県長島愛生園において公判を開廷するとの告示が発せられ

る。 

１９４９年（昭和２４年）３月２５日付け名古屋地方裁判所刑事単独部

裁判所事務官から愛生園長宛て「貴園に於て法廷開廷の件通知」には，上

記告示を「一般に知らせる為貴園の正門等掲示場に告示をせられたい」と

記載されている。 

１９４９年（昭和２４年）４月１８日に発せられた長島愛生園長から大

島青松園長宛て「収容患者転園方依頼について」別紙調書には，「公開裁

判を執行されたるためか，本人が他患者間の体裁上本園に在園を好まず」

との記載がある。 

（２）検討 

 正式裁判に関する資料が存在しないため，実際に開廷された特別法廷につ

いての詳細は不明である。 

 愛生園長から大島青松園長への書面添付の調書に「公開裁判を執行された

る」との記載があること及び名古屋地方裁判所事務官が愛生園長宛て文書で

法廷開廷の件の告示を愛生園正門等掲示場に告示するよう求めていることか

ら，裁判の公開について一定の配慮がなされていたことは推測できる。 

 しかしながら，長島愛生園を開廷場所とすること自体によって，不特定か

つ相当数の一般国民が自由に裁判を傍聴することが困難となることは，前記
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５（開示資料４），前記６（開示資料５）と同様である。 

長島愛生園が，瀬戸内海の無人島に設置された療養所であり，当時は島外

との往来は船舶しかなかったこと，告示掲示の場所として例示されている正

門掲示場の掲示を見ることができるのは施設関係者（出入り業者，面会者を

含む。）しかいない環境であったことなどの事情に鑑みれば，同園内での特

別法廷が公開原則を満たすものであったとは認め難い。 

８ 開示資料７（菊池恵楓園） 

（１）概要 

   ア Ｓ事件（菊池恵楓園特別法廷第１号事件） 

   （ア）開廷通知 

熊本地方裁判所刑事首席書記官から菊池恵楓園長宛て「公判開廷の場

所について」（昭和２５年９月１日）において，強盗未遂，殺人未遂被

告事件の開廷通知（公判期日９月１３日）がなされている。 

   （イ）病院日誌 

１９５０年（昭和２５年）７月から同年９月にかけて，法務府・検事・

刑務所長・らい予防課長・園長が出席した打合せや裁判所書記官の現地

視察・打合せ・法廷準備が行われた。 

１９５０年（昭和２５年）９月１３日，特設法廷慰安所において，強

盗殺人未遂容疑者Ｓの第１回公判が行われ（午前１０時開廷，午後１時

休憩，同２時再開，同４０分頃終了），患者側３００人・職員家族１５

０人が傍聴した。 

      当日は台風に対する警戒がなされていた。 

   （ウ）新聞記事 

１９５０年（昭和２５年）７月１６日付け毎日新聞及び同日付け朝日

新聞，同月１８日付け西日本新聞において，巡査刺傷事件が発生し，ハ

ンセン病患者が逮捕されたことが大きく報道されている。 

１９５０年（昭和２５年）９月１３日付け毎日新聞，同月１４日付け

熊本日々新聞，同日付け毎日新聞ともに，患者の強盗殺人未遂被告事件

について，療養所内でハンセン病患者（新聞には「レプラ患者」と記載）

に対する異例の公判が始まり，多数の患者・職員・家族が公会堂（慰安

所）で傍聴したと伝えている。 

   （エ）年表 

１９５０年（昭和２５年）９月１３日，園内に公判廷が特設され，元

本園入園患者に係る強盗殺人未遂事件の第１回公判が開廷され，１９５



66 
 

１年（昭和２６年）３月２日，強盗殺人未遂事件の第２回公判が開廷さ

れ，懲役３年と判決されたと記載されている。 

   （オ）写真（菊池恵楓園入所者自治会５０年史掲載） 

「出張公判（昭和２６年３月）」と説明されている（建物外部（野外）

に臨時法廷が設置され，裁判官・検察官・被告人と思われる人物が座り，

周囲に立ち見している者が１０数名存在している。）。 

イ 菊池事件（第１事件「ダイナマイト事件」） 

病院日誌には，①１９５１年（昭和２６年）１０月１２日，熊本地裁判

事ほかが臨時法廷開設に関する打合に来た，②１９５１年（昭和２６年）

１０月１９日，第１回公判が「旧本館応接室」において開廷され，東裁判

長外判事２名・検事・書記官・弁護人が出席し，被告家族５名・厚生省事

務官・園長外職員若干が傍聴した，と記載されている。 

ウ 道路交通取締規則事件 

１９５２年（昭和２７年）１月１日，入園患者が無断で車庫に立入り，

入庫中の貨物自動車を運転し，門衛所前に杉垣に衝突停止したが，○○を

破損した，同月１０日，調査のため，隈府地区署大原部長ら来園した。 

同年４月２１日，道路交通取締規則及び建造物侵入事件の公判が開廷さ

れた（判決懲役６か月）。 

   エ 酒造法違反事件 

１９５２年（昭和２７年）８月３０日，熊本簡裁裁判官・熊本地検捜査

課長らが，酒造法違反事件調査のため（来園）。 

   オ 開廷に関する記載 

病院日誌に開廷の事実が記載されている（菊池事件を含め，複数の刑事

事件に関する公判実施の記載がなされている。）。 

・昭和２７年１月１６日：第２回公判 

・昭和２７年１月２３日：第３回公判（旧本館応接室・検察求刑懲役１年） 

    ・昭和２７年１月３１日：第４回公判 

    ・昭和２７年２月６日：公判開廷判決（懲役１年執行猶予３年） 

    ・昭和２７年５月２日：第６回公判 

    ・昭和２７年６月９日：公判判決（懲役１０年） 

（注）菊池事件（第１事件「ダイナマイト事件」）の一審判決（検証会

議報告書１３９頁） 

    ・昭和２７年１２月８日：福岡高等裁判所に係る判決 

（一審どおり１０年） 
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（注）菊池事件（第１事件「ダイナマイト事件」）控訴審判決と考えら

れる。） 

   カ 「菊池医療刑務支所概要」（資料編第３節第１掲載） 

菊池医療刑務支所内に「臨時法廷及び接見所」設置が予定されている。 

（２）検討 

   ア 菊池恵楓園隔離法廷第１号事件（Ｓ事件）について 

菊池恵楓園で隔離法廷が実施された 初の事件（以下「Ｓ事件」という。）

の第１回公判期日（１９５１年（昭和２６年）９月１３日）について，新

聞報道によれば，多数の傍聴者（患者３００名，職員家族１５０名）が公

会堂（慰安所）で傍聴したという。 

これが， 高裁判所は公開原則違反を認めなかった大きな理由の一つと

なっている。 

しかし，当連合会人権擁護委員会が，２０１７年（平成２９年）１月１

３日，菊池恵楓園の現地視察において入所者聴取をした際，入所者一同は，

被告人Ｓの存在及びＳ事件の発生は知っていたものの，Ｓ事件の公判が当

時の公会堂（慰安所）で開廷され，多数の傍聴者がいたことは知る者がい

なかった。 

そもそも，菊池恵楓園で 初に実施された隔離法廷であり，警察官を刺

傷したという社会的に重大な関心が寄せられた刑事事件であることからす

れば，公会堂（慰安所）内に警備等も含めた療養所職員等の関係者が相当

数含まれていた可能性が十分に考えられる（病院日誌によれば，当時（１

９５０年（昭和２５年）９月１３日）の職員数は１１９名である。）。 

たとえ，患者・家族・職員が多数傍聴していたとしても，患者・職員・

家族は，「特別な関係者」であり，一般の国民による傍聴とは言えない（患

者・職員・家族という特別な関係者が数百名も傍聴するということ自体，

通常の裁判所内の法廷では起こり得ない異常事態である。）。 

また，開廷場所が，ハンセン病患者の強制隔離施設の敷地内であること

からすれば，一般国民の意識からすれば，傍聴が可能と考えることは極め

て困難である。 

たしかに，公会堂（慰安所）は入所者地帯と職員地帯の境界線上にあり，

関係資料によれば，周辺住民が公会堂（慰安所）で上演される催し（映画・

歌舞伎等）を観劇に来ていたことも窺われる。しかし，公会堂が，映画・

歌舞伎等に用いられていた事情は，事実上，周辺住民が知っていたという

地域特有の特殊事情に過ぎず，およそ広く一般国民が知り得た事情ではな
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い。実際，Ｓ事件の裁判について，不特定かつ相当数の一般国民が傍聴し

た可能性ことを明確に裏付ける証拠はない（新聞報道では，患者・職員・

家族とされている。）。 

そもそも，多数の傍聴者が傍聴したような状況は，菊池恵楓園ではＳ事

件の第１回公判だけに限られており，第２回公判は，「園内事務所支所前

に野外法廷」（菊池恵楓園開示資料「癩患者●●強盗殺人未遂事件第二回

公判記録）で行われている（なお，「園内事務支所」は「自治会事務所」

と呼ばれており，菊池恵楓園入所者自治会５０年史の写真を見ても，昭和

２６年まで使用されていた「園内事務支所」（自治会事務所・旧「説教所」）

の建物前でＳ事件（第２回公判）が行われていることが確認できる。）。 

また，別件では「旧事務本館」で行われていたり（菊池恵楓園開示資料

「病院日誌」），菊池恵楓園入所者聴取等からすれば，１９５１年（昭和

２６年）まで自治会事務所として使用していた旧「説教所」，１９５１年

（昭和２６年）に（１，０００床増床に伴い）新しく建設された自治会事

務所内（タイプライター室）において裁判が行われていたり，傍聴者がい

ない当時の公会堂（慰安所）で行われていたというのであり，他の療養所

の隔離法廷を含めても，Ｓ事件の第１回公判のような数百名の傍聴人が傍

聴するというのは，僅か１回限りだけの極めて例外的な事象と言える。 

菊池恵楓園入所者聴取等によれば，菊池事件は，当時の公会堂（慰安所）

でも隔離法廷が行われたことがあると考えられるが，多数の傍聴者が存在

したという事実は認められない。 

結局，Ｓ事件の第２回公判以降は，実質的に一般国民には非公開といっ

ても過言ではなく，Ｓ事件の第１回公判の傍聴者の存在を理由に隔離法廷

全体の公開原則違反を否定することは誤りと言わざるを得ない。 

イ Ｓ事件（第１回公判）以外 

結局，菊池恵楓園内の開廷場所となったのは，「旧本館応接室」，自治会

事務所（園内事務支所），公会堂（慰安所）の３箇所と考えられるところ，

まず，自治会事務所（園内事務支所）は患者地帯にあるため，一般国民が自

由に立ち入ることができない場所であることは明らかである。 

他方，「旧事務本館応接室」は，職員地帯にあると考えられるが，旧事務

本館応接室自体，極めて閉鎖性が高い場所と考えられる。 

公会堂（慰安所）も，患者地帯と職員地帯の境界線上に位置するものの，

菊池事件の被告人Ｆ氏は，「この公判には社会の傍聴者もないから誰一人も

知らないのであり」と述懐しているように（第２節・第６の５（４）），Ｓ
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事件（第１回公判）以外で公会堂において，不特定かつ相当数の一般国民が

裁判を傍聴したことを裏付ける事実も見当たらない。 

そもそも，「ハンセン病療養所は，それ自体が激しい隔離・差別の場であ

り，その内部での法廷も一般社会から隔絶された隔離・差別の場であった」

ため，「傍聴も在園者，家族そして職員にとどまるものであったと思われ」，

「療養所自体一般の人々の近づき難い，許可なくして入りえない場所である

から，その中に設けられた法廷は，さらに近づきがたいものであった」（

高裁報告書（別紙）「有識者委員会意見」６頁）。 

よって，Ｓ事件（第１回公判）以外の菊池恵楓園内の特別法廷は，不特定

かつ相当数の一般国民が自由に傍聴し得る状態でなされたと言うことはでき

ず，実質的に公開原則違反と考えざるを得ない。 

９ まとめ 

   高裁報告書（５２頁）では，裁判所・療養所に開廷の告示がなされていた

ことが推認され，傍聴人が存在した事例が存在するということを理由に公開原

則違反を認めなかったが，開廷の告示は，特別法廷が開廷された療養所の正門

等で必要 低限度の形式的手続として行われていたに過ぎず，不特定かつ相当

数の一般国民が療養所の正門等の掲示を見ることもなく，傍聴者も入所者・家

族・職員のような「特別な関係者」に限られていたのであるから，一般国民に

対し，実質的に裁判の公開原則を満たされると評価することはできない。 

   開廷場所については，いわゆる「患者地帯」や極めて閉鎖的な場所で行われ

た事例も存在しており，公会堂のように「職員地帯」から立ち入ることができ

る場所で行われた場合でも，結局は，絶対隔離政策の下，ハンセン病療養所・

刑事収容施設等は，激しい隔離・差別の場であるという特殊な性質・場所であ

る以上，不特定かつ相当数の一般国民が自由に赴くことのできないハンセン病

療養所内で裁判が開廷されていたのであるから，一般国民に対して裁判を公開

していたと評価することはできない。 

   なお，後述（第２節第１２）のとおり，菊池事件国賠訴訟判決では，公開原

則違反の疑いが指摘されている。 

第９ 高裁判所開示資料の概要・検討 

１ 経緯・概要 

 （１）資料開示の経緯 

当連合会は，２０１６年（平成２８年）１２月２６日， 高裁判所に対

し，ハンセン病「特別法廷」に関する司法行政文書の開示請求を行ってい

たところ，開示の経緯は，以下のとおりであった。 
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まず， 高裁判所から当連合会宛て，①２０１７年（平成２９年）２月

３日付け司法行政文書不開示通知書（ 高裁判所が検察庁から提供された

訴訟記録１件及び判決書６３件は司法行政文書開示の対象とならないとす

る内容）が送付されてきたが，同時に，②上記同日付けの司法行政文書開

示通知書が送付され， 高裁判所が検察庁から提供された，下記（２）記

載の 高検察庁から 高裁判所宛ての「調査結果一覧表」及び「記録送付

書」が司法行政文書として開示された（これには，裁判所内部の保管資料

は含まれていなかった。）。 

その後，開示時期が繰り返し延期された後，２０１８年（平成３０年）

５月１１日，下記（３）記載の文書（ 高裁判所が下級裁判所から収集し

た資料）が開示され，２０１９年（令和元年）８月８日，下記（４）記載

の文書（ 高裁判所内部の保管資料）が開示され，全ての開示手続が終了

した。 

（２） 高検察庁から 高裁判所宛て提供された資料（２０１７年２月３日開

示分）の概要 

２０１７年（平成２９年）２月３日， 高裁判所から当連合会宛てに送

付された「司法行政文書不開示通知書」では， 高検察庁が 高裁判所に

（２０１４年（平成２６年）３月１４日に）提供した訴訟記録１件及び判

決書６３件については，「訴訟に関する書類」（刑事訴訟法５３条の２）

であり，司法行政文書開示の対象とならないとして，非開示と通知された。 

他方，２０１７年（平成２９年）２月３日， 高裁判所から当連合会宛

てに送付された「司法行政文書開示通知書」では， 高検察庁が 高裁判

所に（２０１４年（平成２６年）３月１４日に）提供した， 高検察庁か

ら 高裁判所宛て①２０１４年（平成２６年）３月１４日付け「裁判所外

の開廷場所の指定に関連する刑事訴訟確定記録の有無の調査等について

（回答）」，及び②２０１５年（平成２７年）９月７日付け「記録送付書」

が開示された（もっとも，事件番号，罪名，被告人氏名，判決日，確定日

など，事件の特定・内容に関する部分は黒塗りであった。）。 

ア 高検察庁の「調査結果一覧表」 

高検察庁の上記２０１４年（平成２６年）３月１４日付け回答の概

要は，以下のとおりであった。 

（ア）「判決書及び刑事訴訟確定記録保管中の事件」（１件） 

まず，「判決書及び刑事訴訟確定記録保管中の事件」が１件であっ

た（福岡高裁管内番号１１（熊本地裁））。 
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この点， 高裁判所から 高検察庁宛て２０１４年（平成２６年）

３月５日付け「裁判所外の開廷場所の指定に関連する刑事訴訟法確定

記録の有無の調査等について（依頼）」の別紙「裁判所外の開廷場所

の指定に関連する刑事訴訟確定記録の一覧表」には，福岡高裁管内番

号１１（熊本地裁）の判決年月日は昭和２８年８月２９日と記載され

ていることから，検証会議報告書（１３９頁）と照合すると，菊池事

件（殺人事件）の第１審判決と認められる。 

（イ）「裁判書のみ保管中の事件」（６２件） 

次に，検察庁が判決書を保管している事件の件数は，以下のとおり

であった。 

①東京高裁管内２５件中１８件 

②大阪高裁管内１２件中１１件 

③名古屋高裁管内４件中２件 

④広島高裁管内１６件中９件 

⑤福岡高裁管内３３件中２０件 

⑥仙台高裁管内３件中２件 

⑦札幌高裁管内１件中０件 

⑧高松高裁管内１件中０件 

全国合計９５件中６２件 

このように，全国のハンセン病隔離法廷合計９５件中６２件（約３

分の２）の判決書が検察庁に保管されていたことが判明した。 

もっとも，一定時期以前の判決書が全て廃棄されているわけではな

く（資料編第７節参照），判決書保管の基準は見いだせなかった。 

   （ウ）事件の特定・内容確認 

前記（ア）のとおり，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の事件

における判決書及び刑事訴訟確定記録については，事件の特定・内容

に関する部分は全て黒塗りされているため，その事件の特定・内容を

確認することはできなかった。 

イ 「記録送付書」 

高検察庁より 高裁判所宛て２０１５年（平成２７年）９月７日付

け「記録送付書」では，公判記録（第３回公判～第６回公判）１冊及び

控訴趣意書（３枚）の写しが送付されていた。 

なお，罪名・氏名は黒塗りであるため，事件を特定することは必ずし

もできないが，菊池事件（殺人事件）の第１審は第６回公判（判決日）
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まで行われていることからすれば（検証会議報告書１３９頁），送付さ

れた公判記録・控訴趣意書は，菊池事件（殺人事件）の第１審の公判記

録の可能性がある。 

もちろん，公判記録の内容は，司法行政文書の開示対象外とされたた

め，その内容を確認することはできなかった。 

（３）当初の裁判所内部の開示資料（２０１８年５月１１日開示分）の概要 

２０１４年（平成２６年）１月２７日付け 高裁判所事務総局の各高等

裁判所事務局長宛て事務連絡「裁判所外の開廷場所の指定に関連する司法

行政文書等の調査について」に対して，各高等裁判所事務局長から 高裁

判所宛て調査回答一覧（以下「調査回答一覧」という。）が提出された。 

調査回答一覧のうち，ハンセン病を理由として開廷場所指定を上申した

裁判所名，上申年月日，事件受理日，上申の理由・開廷場所，認可年月日，

司法行政文書・裁判関連文書の有無は開示されているが，事件名，被告人

氏名，事件番号等は黒塗りされている。 

調査回答一覧のうち，司法行政文書は全て「無」と回答されており，裁

判関連文書は（一部を除き）ほぼ全て「有」と回答されていた。 

調査回答一覧に添付されて開示された裁判関連文書及びその他の資料

は，以下のとおりである。 

ア 刑事公判始末簿，刑事事件簿，事件票等 

ただし，判事・検事の氏，受付月日，終局月日，上訴月日等のみ開示

され，被告人氏名，事件名，勾留年月日，終局要旨，控訴要旨等は黒塗

りされている。 

イ 判決書 

ただし，全て黒塗りされている。 

ウ 菊池恵楓園での特別法廷に関する資料 

菊池恵楓園での特別法廷に関する経過報告書等（ただし，被告人の住

所・氏名，罪名，弁護人氏名，被害者氏名等は黒塗り），特別法廷開廷

承諾書，及び写真（菊池医療刑務所内の臨時法廷） 

エ 厚生労働省開示資料と共通（重複）する資料 

裁判所・療養所間の事務連絡・通知等（特別法廷依頼書，承諾書等），療

養所内の報告書・病院日誌，新聞記事等 

（４）追加の裁判所内部の開示資料（２０１９年８月８日開示分）の概要 

追加の開示資料は，① 高裁判所内部に残されていた関係資料・公刊物

等，② 高裁調査委員会が現地調査時に収集した資料，及び③入園者及び
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関係者からの聴取報告書に大別できる。 

ア 高裁判所内部に保管されていた関係資料・公刊物等 

（ア）国会質問想定問答集（昭和５６年１１月１３日付け） 

（イ）開廷場所指定の一覧表・裁判所時報 

（ウ）開廷場所指定上申の執務資料処理方針に関する書類 

（エ） 高裁判所から係属下級裁判所宛て開廷場所指定通知・依命通達（告

示） 

（オ）刑事裁判官会議資料・総務局意見 

（カ）ハンセン病以外の事件における開廷場所指定上申・ 高裁判所の対

応に関する検討資料 

（キ）裁判所法６９条２項の解釈に関する資料 

（ク）ハンセン病検証会議からの開示資料請求・回答書 

（ケ） 高裁判所裁判官会議の議事録・会議資料 

（コ）法令解釈に関する公刊物（下級審裁判例集，裁判所法解説） 

（サ）新聞記事等 

（シ）その他 

高裁調査委員会委員長（中村愼総務局長）が，２０１４年（平成

２６年）６月２０日，法務省矯正局に対し，関係書類の送付を依頼し

たが，同年７月３日，法務省矯正局長より，「可能な範囲で調査した

ところ，該当する資料はありませんでした」という回答がなされてい

た。 

イ 高裁調査委員会が現地調査時に収集した資料 

国立ハンセン病資料館（多摩全生園内），菊池恵楓園・菊池医療刑務

所及び栗生楽泉園・重監房資料館を訪問した際に収集したパンフレッ

ト・資料類 

ウ 高裁調査委員会による関係者の聴取（ヒアリング）報告書 

入所者を含む私人（延べ）１０名からの聴取内容は（添付写真・図面

等を除いて）全て黒塗りであった（ 高裁報告書（６～７頁）によれば，

聴取対象者は，宮古南静園の元入所者３名，菊池恵楓園の入所者４名，

菊池医療刑務支所の特別法廷において刑事弁護を経験した弁護士１名，

菊池医療刑務支所の元教誨師１名の合計９名であるから，入所者１名は

２回聴取されたと考えられる。）。 

他方，内田博文九州大学名誉教授（元ハンセン病検証会議副座長）の

意見聴取内容，昭和３０年代から同４０年代に 高裁事務総局総務局に



74 
 

勤務していた元職員７名（元総務局第１課長１名及び元総務局付６名）

からの聴取内容は開示された。 

２ 当初の裁判所内部の開示資料（２０１８年５月１１日開示分）の検討 

当初の裁判所内部の開示文書（２０１８年５月１１日開示分）のうち，厚生

労働省開示資料と共通（重複）する資料については，前記第８「隔離法廷の実

態③（厚生労働省開示資料の概要・検討）」で検討済みのため，それ以外の裁判

所が独自に保有していた開示文書について，以下，検討する。 

（１）調査回答一覧 

ア 調査回答一覧の概要 

     各高等裁判所の調査回答一覧の開示対象部分には，開廷場所指定の上申

を行った裁判所名，上申年月日，上申の理由（ハンセン病の種類「癩」「神

経癩」「結節癩」），開廷場所，認可年月日等が記載されており，平成２８年

４月の 高裁判所事務総局「ハンセン病を理由とした開廷場所指定に関す

る調査報告書」添付の別表「開廷場所指定に係る上申一覧（28.4.20）」（以

下「 高裁報告書別表」という。）に記載された内容と基本的に同一である。 

イ 開廷場所指定の件数 

調査回答一覧における各高等裁判所管内でのハンセン病を理由とした開

廷場所指定の上申・認可件数は９６件であり（以下，内訳），上申について

全て認可されていた。 

東京高等裁判所管内：２５件 

大阪高等裁判所管内：１２件 

名古屋高等裁判所管内：４件 

広島高等裁判所管内：１６件 

福岡高等裁判所管内：３４件 

仙台高等裁判所管内： ３件 

札幌高等裁判所管内： １件 

高松高等裁判所管内： １件 

合計：９６件 

なお，横浜地方裁判所の昭和２３年６月２３日付け上申（理由：結節癩，

開廷場所：文京区山の内病院）について， 高裁報告書別表の結果欄では

「撤回」とされているが，東京高等裁判所の調査回答一覧では認可年月日

（同月２６日）が記載されているため，一旦，認可された後に撤回された

と推察され，調査回答一覧では，上申・認可件数が合計９６件となってい

る（なお，追加の（ 高裁判所内部の）開示文書の中を検討したが，上記
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案件に関する 高裁裁判官会議議事録は保管（開示）されていないため，

一旦，認可された後に撤回されたかどうかは確認できなかった。）。 

ウ 高裁裁判官会議の議決 

上申・認可された９６件中，唯一の民事事件である名瀬簡裁における奄

美和光園での隔離法廷（原被告とも癩，昭和４３年３月１２日上申，同月

２６日認可）については，裁判官会議の年月日について「記載なし」とさ

れている。 

この点， 高裁報告書（９頁）では，昭和２３年２月１３日， 高裁判

所裁判官会議において，「癩患者を被告人とする下級裁判所の刑事事件につ

き，裁判所以外の場所において法廷を開かせることについては，今後，事

務局をして処理せしめ，裁判官会議は，その報告を受けるに止めることと

する」との決議がなされたとされており，刑事事件に関しては，ハンセン

病を理由とした開廷場所の指定に関する専決権限が 高裁判所裁判官会議

から 高裁事務局（１９４９年（昭和２４年）１月１日から「事務総局」

に改称）に付与されている。 

しかし，上記 高裁判所裁判官会議では，民事事件については専決権限

が付与されていない。 

すると，奄美和光園での開廷場所指定について裁判官会議の年月日の記

載がないのであれば，開廷場所指定の手続自体の適法性に疑問が残るとこ

ろである。 

（２）刑事公判始末簿，刑事事件簿，事件票等 

ア 開示された事件簿等の内容・資料価値 

刑事公判始末簿，刑事事件簿，事件票等（以下「事件簿等」という。）は，

各係属裁判所における刑事事件の受理から終結までの年月日等客観的経過

を記録した資料であり，「永久保存」と記載されている部分もあることから

すれば，保存期限はないと考えられる。 

しかし，事件簿等は，外形的・形式的な内容の経過が把握できるだけで

あるので，ハンセン病「隔離法廷」の実態把握の資料価値としては，そも

そも限界がある上，被告人氏名，罪名，勾留年月日，終局要旨，控訴要旨

等は黒塗りされているため，開示対象部分の判事・検事の氏，裁判所の受

理月日・終局月日・上訴月日等だけでは，調査回答一覧の各事件について，

いかなる罪名でいかなる処分がなされたかという外形的・形式的な内容の

把握さえもできない。 

しかも，事件簿等の該当頁のうち，ハンセン病関係以外の事件について
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も同様の黒塗りがなされているため，（調査回答一覧と照合してある程度推

定できるものの）どの欄の記載部分がハンセン病関係事件であるのか必ず

しも特定できない（ 高裁判所からも，どの部分がハンセン病関係事件の

記載欄であるか，補足説明を受けることもできなかった。）。 

そのため， 高裁判所の開示資料によって，ハンセン病関係の各事件や

全体の経過や実態を把握することは不可能であり，資料価値は乏しいと言

わざるを得ない。 

イ 上申から認可までの日数 

  もっとも，開示部分から確認できる範囲で検討したところ，上申年月日

から認可年月日までの日数は， 短で０日（上申当日に認可）， 長で４０

日間，９６件平均で約１４日間，２週間（１４日）以内の認可は９６件中

６７件（約７割）と極めて短期間であることが判明した。 

上申から認可まで短期間であることからすれば，ハンセン病「隔離法廷」

の開廷場所指定の要否及び場所の選定について，時間をかけて慎重に検討

されることはなく，定型的・機械的にハンセン病「特別法廷」の開廷場所

上申に対する認可がなされるという運用であったことが窺える。 

 （３）菊池恵楓園での特別法廷に関する資料 

菊池恵楓園の特別法廷に関する 高裁判所開示資料は，厚生労働省開示資

料とほぼ共通（重複）していたが，菊池恵楓園で新たな関係文書が発見され

たため，２０１６年（平成２８年）５月２２日，厚生労働省から 高裁判所

に対して，以下の追加資料が開示されていた。 

ア 菊池恵楓園の特別法廷第１号事件（Ｓ事件） 

菊池恵楓園で 初に特別法廷が指定された第１号事件（被告人Ｓに対す

る強盗未遂・殺人未遂事件）の刑事公判に関して，菊池恵楓園で経過報告

文書が作成されていた。（編著者注：●●は開示資料の黒塗り部分，○○は

編著者による匿名化部分） 

（ア）第１回公判（昭和２５年９月１３日） 

第１回公判については，１９５０年（昭和２５年）９月１５日付け菊

池恵楓園宮崎松記園長の厚生省医務局長宛て「癩患者犯罪の本園臨時法

廷に於ける第１回公判の経過報告」と題する文書において，「●●癩患者

●●にかかる第１回公判の経過別紙の通り報告する。」とされ，別紙（活

字文書）により，以下のとおり，報告されている。 

（別紙）「●●事件公判記録」 

「癩患者●●にかかる●●被告事件の第１回公判は，９月１３日午前１
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０時から菊池恵楓園慰安所内に設けられた熊本地方裁判所臨時法廷に於

て，○○裁判長○○・○○両陪審判事○○副検事●●国選弁護人出席の

もとに開廷された。この日，患者傍聴席約３００名，一般傍聴席約１５

０名の傍聴者を以て埋められ，先づ○○裁判長から型の如く姓名，生年

月日等の人定尋問があって，○○副検事は起って起訴状の朗読を行った。

これに対して被告人●●は強盗及び殺人の意志のなかったことを主張し

て起訴事実を否認した。次で○○裁判長より犯行調書による犯行情況に

ついての尋問があって○○副検事から証拠物件の提示があった。証拠物

件としては出刃鉋丁，ペンチ，フライヤー，懐中電燈，下駄等が並べら

れ被告人及び弁護人共にこれを承認したので裁判長は右の物件を証拠品

として受理した。次で，○○副検事の証拠調に依る立証があって，午後

１時裁判長は休憩を宣して午前の法廷を閉じた。午後は仝２時法廷を再

開，直ちに論告に入り○○副検事起って共犯●●にそそのかされて行っ

た計画犯行であり，証拠品の出刃鉋丁を見ても分るように，これだけの

大きさと鋭利さを持つ刃物をもって人を刺せば死に至ることは当然常識

判断されることで殺意が充分あったものと断ずべきである。被告人は癩

という特殊な病気に罹って療養中のものであることは一応同情に値する

事実であるが，法は万人に平等であって，病気であるが故に犯罪が許さ

れるという考え方は誤りであると論じて懲役５年に処すべきであると求

刑した。これに対して●●国選弁護人は被告の行った犯行は何等計画性

のあるものでなく，其禍の情勢が已むなくさうさせたものであって，結

果から見て強盗未遂殺人未遂という先入観に依って事件を凶悪犯として

作りあげたきらいが多分にある。又癩という特殊な病気に罹った者の陥

り易い自暴自棄的な心理は情状酌量の余地があり，単に被告人を処罰す

るということでなく，被告人の正義感を呼びさますことに依ってこう生

の歩みを踏み出させるように考慮すべきであるこれに関連して行刑と医

療とを併行的に行い得る癩の特殊刑務所の設置が必要であると論じて検

事の論告を反駁した。ここで○○裁判長は本日の公判をこれで閉廷する

旨を宣したが時に午後３時２０分であった。猶判決言渡の日取は未定で

ある」 

（イ）第２回公判（昭和２６年３月２日） 

第２回公判については，第１回公判と異なり，菊池恵楓園から厚生省

宛て経過報告文書（鏡文）がなく，報告文書（公判記録）も手書きであ

るなど，厚生省宛て正式に報告・送付された公判記録であると断定する
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ことはできないものの，詳細な内容が記載されていることからすれば，

概ね信用できるものと思われる。 

・「癩患者●●事件第２回公判記録」 

「昨年９月１３日第１回公判開廷以来今日迄遷延していた癩患者●●に

かかる●●事件の第２回公判は３月２日午前１０時から園内事務支所前

に野外臨時法廷を設けて，○○裁判長かかり，○○・○両陪審判事，○

○検事，●●弁護人のもとに開廷された。 

先ず裁判長から本裁判の担当官及弁護人の変更があったので審理をや

り直す旨を宣し，次で○○検事から，さきに殺人未遂として起訴された

けれども傷害罪に訴因を変更するとの発言があって，○○裁判長の審理

に入った。被告●●は●●巡査を刺傷した点を否認した外は大体犯行を

認めた。続て○○検事の論告があって懲役３年を求刑した後●●弁護人

の簡単な弁護があって，一旦休憩に入り，仝１１時再び開廷，○○裁判

長から被告●●を●●との判決申渡を行い，判決理由を述べて，仝１１

時１０分閉廷となった。 

猶３月２日●●の判決申渡を受けた●●は控訴申立期間中控訴申立の

意志がなかったので，菊池恵楓園内拘置所に於て，３月１７日から宣告

通りの服役を開始した。」 

イ 菊池事件（単純逃走事件） 

次に，被告人の住所・氏名，罪名等は黒塗りであるものの，菊池事件（単

純逃走事件）の第１回公判と判断できる菊池恵楓園の厚生省医務局長宛て

「刑事被疑癩患者●●第１回公判報告」という標題の文書が存在していた

ところ，冒頭に「１０月３０日立案，１１月４日施行」と記載されている

ものの，年月日・園長名の記載はなく，手書きで訂正箇所も多く，訂正印・

訂正文言もないことからすれば，正式な報告文書を作成するための起案文

書の可能性も十分にあるが，詳細な内容が記載されていることからすれば，

概ね信用できるものと思われる。 

・「刑事被疑癩患者●●第１回公判報告」 

「癩患者●●に係る●●罪の第１回公判は１０月３０日午後１時５０分，

本園内臨時公判廷に於て竜口裁判長係り検察官，官選弁護人立会のもとに

開廷竜口裁判長より型通り姓名，年令，住所等人定尋問があってから大堀

検察官の起訴理由として，被告本籍●●氏名●●年令●●才●●罪により

熊本市京町拘置所に拘留せられ，疾病の為熊本県菊池郡合志村菊池恵楓園

内の熊本拘置支所に移送せられて同所に拘禁せられていた未決の囚人であ
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るが，右同菊池恵楓園より逃走しやうと企て，昭和２７年６月１６日，日

光浴の為監房より出監した際監守の監視の隙をうかがい同所裏門の戸をあ

けて同所より同郡水源村方面にかけて逃走したものである。罪名●●とし

て起訴する旨を述べ，被告人並びに弁護人はこの起訴事実を同意後検察官

の申立によりこの件は追起訴の予定であるからこの程度でとどめてほしい

との申出があり裁判長，被告，弁護人も此の申出に同意し追って次回公判

期日は指定して通知することとなり午後１時１５分閉廷す」 

ウ 特別法廷開廷の承諾書 

菊池恵楓園の熊本刑務所長宛て「特別法廷開廷について承諾書」では，

「刑事被告人●●に関する特別法廷を来る１１月２９日に本園に開廷する

ことについては，当方に差支えないので右承諾します」と記載されている。 

「１１月１４日施行」と記載しているものの，年月日・園長名の記載が

ないため，正式な承諾書を作成するための起案文書の可能性もある。 

また，被告人名が黒塗りのため，事件の特定ができない。 

エ 検討 

（ア）菊池恵楓園の特別法第第１号事件（Ｓ事件） 

上記ア（菊池恵楓園の特別法廷第１号事件（Ｓ事件））については，「第

８ 隔離法廷の実態③（厚生労働省開示資料の概要・検討）」でも前述し

たように，第１回公判だけは多数人が傍聴するという特殊かつ例外的な

状況となっているが，第２回公判は，一転して，「園内事務支所」（自治

会事務所）前の野外法廷で開廷されている。 

自治会事務所は患者地帯に位置し，一般人が自由に立ち入ることはで

きない場所であるため，たとえ相当数の入所者らが傍聴していたとして

も，一般公衆が公開されたとは言えない。しかも，同野外法廷の様子が

写されている写真（厚生労働省開示資料）では，裁判を立ち見している

人々が写っており，傍聴席が備え付けられていないという点でも，法廷

としての要件は満たしていない。 

   （イ）菊池事件（単純逃走事件） 

上記イ（菊池事件（単純逃走事件））については，具体的な開廷場所や

状況が記載されていないが，まず，単純逃走罪で起訴された後，殺人事

件で追起訴された経緯が確認できる。 

この点，検証会議報告書１３９頁では，１９５２年（昭和２７年）１

０月３０日，第１回公判（国選弁護人江橋修），同年１１月２２日，追起

訴（殺人罪），同年１２月１５日，第２回公判（合議法廷・裁判官３名に）
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とされており，上記公判報告の経緯と整合している。 

３ 追加の裁判所内部の開示資料（２０１９年８月８日開示分）の検討 

（その１： 高裁判所内部の資料） 

追加の裁判所内部の開示文書（２０１９年８月８日開示分）のうち， 高裁

判所内部に保管されていた開示資料について，以下，主な項目ごとに検討する

（ 高裁調査委員会が現地調査時に収集した資料及び関係者聴取結果は，後記

４・５で検討する。）。 

（１）裁判所庁舎での開廷を原則とする趣旨 

ア 「裁判所法逐条解説（下巻）」（昭和４４年） 

まず，公刊物である（昭和４４年６月発行の） 高裁判所事務総局編

「裁判所法逐条解説下巻」（ 高裁開示資料に含まれていたが，閲覧の

み許可され，謄写不可であった。）を確認すると，裁判所法６９条につ

いて，「法廷は，裁判所が も重要な職務を執行する場所すなわち裁判

の対審および判決等が公開で行われる場所である（憲法８２条１項，３

４条）。そこで，本条では，裁判所が法廷を開く場所は，原則として，

本庁である裁判所または支部である裁判所の庁舎の構内であること及び

高裁判所が必要と認めるときは，他の場所でも法廷を開くことができ

ることを規定した」（３頁），「 高裁判所は，原則として，その法廷

を 高裁判所の庁舎内で開かなければならないが，災害等の場合の緊急

事態に処するため，一定の範囲において，例外が認められたものである。」

（８頁）と記載されており，裁判の公開原則を踏まえて，開廷場所が原

則として裁判所の庁舎内であり，他の場所での開廷は例外であることが

説明されている。 

イ 刑事裁判官会同資料（昭和３３年） 

この点，「昭和３３年全国刑事裁判官会合」（係官手持資料（昭和４

０年１１月事務連合ブロック会合）資料）では，「長期療養中の被告人

について開廷場所を自宅等に指定することの可否」という議題について，

江里口刑事局長は「裁判所外で法廷を開くというのはやはり客観性の担

保というようないろいろな点で問題があろうと思います。」として，「客

観性の担保」を理由として，裁判所での開廷の原則が必要としている。 

ウ 「法廷を裁判所外で開く場合について」（昭和３７年） 

また， 高裁総務局付職員が作成していた「法廷を裁判所外で開く場

合について」（昭和３７年３月５日吉井局付作成）と題する文書には，

「裁判所法６９条によれば，法廷は原則として裁判所またはその支部（高
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等裁判所，地方裁判所および家庭裁判所に設けられている）で開くこと

になっている（同条１項）。これはみだりに裁判所が本来の庁舎以外の

場所で法廷を開くことができるものとすると，国民にも不便を与え，ひ

いては憲法に定められた公開の原則にももとることとなるからである。」

「右のように，裁判所が法廷を当該裁判所の庁舎以外の場所で開くのは

例外の場合であるからその取り扱いも厳格にされている。」と記載され

ている。 

エ 国会想定問答集（昭和５６年） 

さらに，開廷場所の指定に関し，国会で質問される予定のために 高

裁判所内部で作成されていた（実際には国会質問はされなかった。），

昭和５６年１１月１４日付け「開廷場所の指定に関する想定問答」（以

下「国会想定問答集」という。）には，開廷場所が原則として裁判所の

庁舎とされている理由として，開廷場所は「国民の重大な利害を有して」

おり，「もし，裁判所が本来の庁舎以外の場所で勝手に法廷を開くこと

ができるものとすると，国民に不便を与え，憲法で保障される裁判の公

開の原則にもとることにもなる。」と述べられており，裁判所に法廷を

設置する理由として「国民に不便」を与えないこと，裁判の公開原則を

根拠としており，裁判所の庁舎以外の場所で法廷を開くのは例外的な場

合を想定している。 

オ ハンセン病隔離法廷について 

このように，開廷場所が裁判所であるという原則は，裁判の公開原則・

国民の利用・客観性の担保であるにもかかわらず，ハンセン病隔離法廷

の場合，一律にハンセン病療養所・刑事収容施設等において開廷され，

実質的に国民による傍聴の自由が制限されていたのであり，裁判所庁舎

を開廷場所の原則の趣旨から逸脱していたと考えざるを得ない。 

 （２）裁判所外の開廷場所を指定できる場合 

ア 「裁判所法逐条解説（下巻）」（昭和４４年） 

  まず，「裁判所法逐条解説（下巻）」を確認すると，裁判所法６９条

２項について，「法廷を他の場所で開く『必要』がある場合とは，風水

害，火災等のため，その裁判所の庁舎内で法廷を開くことが事実上でき

なくなった場合や，その裁判所の庁舎の使用は可能であるが，被告人が

極めて長期間の療養を要する伝染性疾患の患者であって，裁判所に出頭

を求めて審理することが不可能ないしは極めて不相当な場合が代表的な

ものである。」（８～９頁）と解説されている（ 高裁報告書１８～１
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９頁）。 

イ 刑事裁判官会同資料（昭和３３年） 

この点，「昭和３３年全国刑事裁判官会合」（係官手持資料（昭和４

０年１１月事務連合ブロック会合）資料）では，「長期療養中の被告人

について開廷場所を自宅等に指定することの可否」という議題について，

江里口刑事局長は，裁判所外の開廷は「客観性の担保の問題」があると

して「真にやむを得ざる場合にしか許されないというのが原則になって

おり」と説明した上で，昭和３０年末までの開廷場所指定の上申１０５

件のうち６１件認可され，そのうち５２件が被告人が癩病，６件が癩病

以外，２件が庁舎倒壊・焼失，１件のみ被告人の便宜（漁期）を考慮し

て認められたという過去の開廷場所指定の事例を紹介し，例外として認

可された事例は，「ほとんどが癩病あるいはこれに類する長期病気」で

あり，例外として認可されるのは「被告人の個人的な事情よりもやむを

得ざるの病気と特にその病気も癩病等が原則で，この原則は将来もやは

り厳格に守られるのが一般だろうと予想される」と説明している（ 高

裁報告書１８頁）。 

このように「真にやむを得ざる場合」という極めて厳格な例外要件を

定める一方で，ハンセン病の場合は，当然のように当該例外要件に該当

すると安易に判断されている。 

ウ 「法廷を裁判所外で開く場合について」（昭和３７年） 

また， 高裁総務局職員が作成した「法廷を裁判所外で開く場合につ

いて」（昭和３７年３月５日吉井局付作成）と題する文書には，以下の

ような記載がある（下線は編著者）。 

「従来認可された事例の殆んどは被告人が癩患者である場合である。

これは，癩が伝染性疾患であるため，被告人を呼び出して法廷で審理を

すれば，公衆衛生上の危険が予想され，これを防止するためのその都度

法廷に設備をするとすれば多大な経費を要することになるところから，

認められているのである。これらの場合には，癩患者の居る病院又は医

療刑務所で法廷が開かれる。その他の事例もこれに類似するケースが多

い。」 

「なお，たとえば，被告人が病気のため裁判所に出頭することができ

ない場合には原則として出頭ができるようになるまで公判手続を停止し

ておくべきで（刑訴３１４条），本条によって自宅，病院等で法廷を開

くことはできないものと解せられる。」 
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「右のように裁判所以外の場所で法廷を開く場合でも，憲法上の公開

の原則が当然に解除されるものではない。したがって，この場合に法廷

を公開するかどうかはその事件を担当する裁判所が別個の立場から判断

することとなる（憲法８２条２項，裁判所法７０条）。」 

エ 国会質問想定問答集（昭和５６年） 

さらに，昭和５６年１１月１４日付け国会質問想定問答集では，裁判

所外の開廷場所を指定できる場合について，以下のような回答が用意さ

れていた。 

すなわち，裁判所法６９条２項に基づき，裁判所以外の場所で法廷を

開く必要があると認められる場合として，①風水害，火災等のため，そ

の裁判所の庁舎内で法廷を開くことが事実上できなくなった場合，②裁

判所の庁舎の使用は可能であるが，被告人が極めて長期間の療養を要す

る伝染性疾患の患者であって，裁判所に出頭させて審理することが不可

能な場合が代表的なものである。また，非伝染性疾患の患者について，

過去１０年間で非伝染性疾患の患者に係る上申は刑事事件４件（うち２

件は認可）であり，被告人の病状が一時的なものかどうか，裁判所に出

頭させて審理させることが可能か，不相当か，審理によって被告人の病

状に変化をきたすおそれがあるか否か，被告人の防禦能力の有無，事案

の重要性等を総合的に検討している。 

また，生命の危機を伴うという病気の場合について，裁判所法６９条

２項は例外的規定であるから，「みだりに裁判所が，庁舎外の場所で法

廷を開くことができるとすると，裁判の対審及び判決等の手続が，厳粛

かつ秩序正しく行われることが可能な物的設備を備え，かつ裁判公開の

原則にこたえられる場所という法廷の要件をみだすだけでなく，国民が

裁判所を利用するとき不便さを与えることになる」「裁判所法第６９条

第２項の「必要と認めるとき」とは，厳格に解すべきであり，単に被告

人が非伝染性の重病患者で，裁判所へ出頭すれば生命の危機を伴うが，

医師の診断により病院等での開廷なら可能であると判断される状況であ

っても，軽々に開廷場所の指定は行うべきではない。」 

オ 下級裁判官からの問合せに対する回答案（昭和６０年） 

また，「裁判所・支部以外の場所での開廷の実例について 盛岡地裁

○○裁判官からの問合せ」（６０．５．２飯田局付受信）と題する文書

でも，以下のような回答案が用意されていた。 

「裁判所法６９条２項所定の裁判所外で開廷する必要がある場合と
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は，裁判所法逐条解説（下巻８頁以下）にもあるように，風水害，火災

等のため，その裁判所の庁舎内で法廷を開くことができなくなった場合，

その裁判所の庁舎の使用は可能であるが，被告人が極めて長期間の療養

を要する伝染性疾患の患者であって，裁判所に出頭させて審理すること

が不可能ないしは極めて不相当な場合が代表的なものであるとされてい

る。裁判所外における開廷は，このように理論上のみならず，実際の運

営上も，真にやむを得ない例外的な場合に限られており，非常に厳格に

理解されている実情にある。従来疾病を理由に裁判所外における開廷が

認められた事例としては，被告人が癩，結核といった伝染性疾患の場合

がほとんどであり，非伝染性疾患の場合にはほとんど認められていない。

近非伝染性疾患で裁判所外における開廷が認められた場合としては，

骨折，骨髄炎等を理由とする場合と頸髄横断麻痺等を理由とする場合と

がそれぞれ一例あるだけであるが，これは事案の重大性が考慮されたも

のと思われる。」 

「このように裁判所外における開廷は，極めて例外的な場合に限って認

められるものであるが，具体的には，①病状，②回復の見込み，③法廷

への出頭の可否，④予定される審理の内容，回数，時間，⑤開廷場所の

構造，⑥被告人の病状，意識状態からみた被告人の防御権行使の可否，

⑦開廷による被告人の生命に及ぼす影響の有無，程度等の諸事情を検討

して決めることになる。」 

カ ハンセン病隔離法廷の場合 

以上のように，裁判所外での開廷場所指定は，「真にやむを得ない場

合」に限られると解釈されていた（ 高裁報告書４３頁も同様である。

なお，「裁判所法逐条解説（下巻）」８～９頁では，「真にやむを得な

い場合」という要件が欠落しており，重大な問題がある。）。 

しかし，ハンセン病に限っては，ハンセン病患者を法廷で審理するこ

とは，公衆衛生上の危険が予想され，その防止のための設備は多大な経

費を要するとして，無条件にハンセン病療養所や医療刑務所での開廷を

認めている一方で，他の病気の場合は，公判停止で対処し，病院を開廷

場所とすることはできないとしているなど，１９６０年代になっても，

ハンセン病患者に対する差別的取扱いが無批判に常態化していた。 

しかも，ハンセン病患者については，開廷場所を裁判所外に指定する

という例外がむしろ「原則」と捉えられ，かかる方針については，前記

イ（刑事裁判官会同資料）のとおり， 高裁刑事局長が１９５８年に裁
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判官会同で発言した内容が，１９６５年の裁判官会同でも引用されてい

たことは，１９６０年以降も， 高裁判所において，ハンセン病患者に

対する根強い偏見・差別が継続していたことを表している。 

このように，一般的には，裁判所以外の場所での開廷場所指定は「真

にやむを得ない場合」に限った極めて厳格な例外であるにもかかわらず，

ハンセン病隔離法廷の場合には，公衆衛生上の危険性と消毒のための経

費を理由に，ハンセン病に係る病状の変化や出頭可能性等について，何

ら検討されることはなく，定型的・機械的に開廷場所指定を許可するこ

とが当然とされていた。他方で，非伝染性患者の場合は，病状の変化や

出頭可能性等について具体的かつ厳密に検討され，生命の危機のある場

合でも，軽々に開廷場所の指定を行うべきではないと解釈されていた。 

そのため，ハンセン病隔離法廷の場合，裁判の公開にこたえられる場

所か，国民に不便さを与えないかという点についても軽んじられていた。 

このように，ハンセン病の場合は，他の病気との間で明らかな差別的

取扱いを受けていた。 

（３）開廷場所指定の手続 

ア 「裁判所法逐条解説（下巻）」（昭和４４年） 

  「裁判所法逐条解説（下巻）」を見ると，開廷場所指定の手続として，

「 高裁判所の裁判官会議で決定されることになる（１２条）。実際の

手続としては，下級裁判所からの上申を認可（または却下）する形で行

われている。」（１０頁）と解説しているだけで，事務局への委任の可

否・要件等についての解説はない（国会質問想定問答集でも同様である）。 

また，「裁判所法逐条解説（上巻）」（昭和４３年）を見ると，裁判

所法１２条（司法行政事務）において，「裁判官会議に 終の権限が留

保されているかぎり，経常的な事務等については，これを一定の機関に

委任することが，その円滑な処理上，必要でもあり，妥当でもある。」

と解説されているが，具体的な委任の範囲・要件等について解説はない。 

イ 高裁報告書 

この点，ハンセン病隔離法廷の場合，昭和２３年２月１３日の 高裁

裁判官会議では，「癩患者を被告人とする下級裁判所の刑事事件につき，

裁判所以外の場所において法廷を開かせることについては，今後，事務

局をして処理せしめ，裁判官会議は，その報告を受けるに止めることと

する。」という議決（ 高裁報告書９頁参照）に基づき，それ以降，

高裁裁判官会議が行われず，事務局（昭和２４年１月１日以降は「事務
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総局」と改称）に処理させていた点について， 高裁報告書５５頁では，

裁判官会議の議決により開廷場所の指定を事務総局の専決とすること自

体は，法に適合しないものではないとしつつも，裁判所外の開廷が真に

やむを得ない場合に該当するかを個別具体的な事情に即して慎重に吟味

する必要があったとして，運用が相当性を欠く状況であったと結論付け

たが，裁判所法１２条違反については，直接言及はしていない。 

   ウ ハンセン病隔離法廷について 

たしかに，経常的な事務等について，必要かつ相当な範囲で司法行政

事務を事務局へ委任することは可能であるとしても，開廷場所指定は

高裁判所の特別の許可が必要な「真にやむを得ない場合」に認められる

例外であり，ハンセン病以外の理由・病気の場合は， 高裁裁判官会議

の決議事項としていることからすれば，ハンセン病の場合に限って，定

型的・機械的に開廷場所指定の処理をするために事務局にいわば「白紙

委任」していたということは，司法行政事務の委任・決裁手続としても

必要性・相当性を欠き，明らかな差別的取扱いと言わざるを得ない。 

すると，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の委任・決裁手続は，

高裁裁判官会議による司法行政事務の委任の趣旨・範囲を逸脱するも

のと言え，（単なる当・不当の問題に留まらず）裁判所法１２条違反（な

いしその疑い）があると指摘できる。 

（４）管轄区域 

ア 「裁判所法逐条解説（下巻）」（昭和４４年） 

まず，「裁判所法逐条解説（下巻）」（１０頁）を見ると，「裁判所

外における開廷の場所が当該裁判所の管轄区域内でなければならないか

どうかは，一つの問題である。管轄区域が法律で定められている以上，

裁判所は，原則として，その管轄区域内においてのみ職務を行うことが

できると解すべきであり，特に法廷を開くこと，すなわち，口頭弁論，

公判，判決等の手続の施行が，当該裁判所のみが行いうるが，これらの

手続をその裁判所が管轄区域内で行うことができない事情があるとすれ

ば，通常は，係属事件を移送すべき場合であるといえる。したがって，

管轄区域外の開廷場所の指定は，真にやむを得ない例外的な場合を除き，

許されないものと解する（注６）。」「（注６）当該裁判所の管轄区域

外を開廷場所として指定した例は，昭和２３年に１件，昭和２４年に２

件，昭和３９年に１件計４件あるだけである。」と記載されている。 

イ 刑事裁判官会同資料（昭和４２年） 
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  この点，１９６７年（昭和４２年）の刑事裁判官会同手持資料「『開

廷場所指定』に関する総務局の意見（東京１３問）」において，「裁判

所の管轄区域は，たしかに，裁判所の職権行使を制限する趣旨のもので

はないとしても，管轄区域が定められている以上は，裁判所は，少なく

とも，原則として，その管轄区域内においてのみ職務を行なうことがで

きるものと解すべきである。」「受訴裁判所の管轄区域内で行なうこと

ができない事情があるとすれば，それは，通常は，係属事件を移送すべ

き場合であるといえる（民訴法３１，刑訴法１９）。したがって，管轄

区域外の開廷場所の指定は，真にやむをえない例外的な場合を除き，許

されない」と記載されている（統計数も上記「裁判所法逐条解説（下巻）」

と同じ記載である。）。 

ウ 国会質問想定問答集（昭和５６年） 

また，１９８１年（昭和５６年）の国会質問想定問答集では，管轄区

域について，法律（下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律）で規

定されている以上，この規定に従って管轄区域のみで職務を行うのが原

則であり，特に口頭弁論，公判及び判決の手続は，当該裁判所のみが行

うべきものであるが，事案によっては真にやむを得ない場合もあり，こ

のような例外的な場合を除いては，裁判所外における開廷場所の指定は

許されないと解されるとされていた。 

エ ハンセン病隔離法廷の場合 

上記刑事裁判官会同における総務局意見及び裁判所法逐条解説に，管

轄区域外の開廷場所指定が昭和２３年に１件，昭和２４年に２件，昭和

３９年に１件（計４件）なされたと記載されているところ， 高裁報告

書別表を確認すると，①別表番号１１（ハンセン番号５）の昭和２３年

１０月１８日札幌高裁函館支部の上申に係る同月２８日認可の開廷場所

青森県松丘保養園，②別表番号１７（ハンセン番号６）の昭和２４年３

月３１日名古屋地裁の上申に係る同月１７日認可の開廷場所長島愛生園

（前記第８の７記載），③昭和２４年３月３１日名古屋高裁の上申に係

る同年４月１２日認可の開廷場所長島愛生園（前記第８の６記載），④

昭和３９年７月３１日神戸地裁姫路支部の上申に係る同年８月１４日認

可の開廷場所菊池医療刑務支所の４件と判断される（逆に， 高裁報告

書別表には，昭和２３年，同２４年，同３９年に，管轄区域外にハンセ

ン病以外の理由により開廷場所指定が認可された事例が見当たらな

い。）。 
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つまり，ハンセン病隔離法廷の場合にのみ，管轄区域外であっても移

送することもなく，定型的・機械的に管轄区域外のハンセン病療養所・

刑事収容施設を漫然と開廷場所と指定していたということであり，ハン

セン病の場合には，裁判所が極めて安易に「真にやむを得ない場合」に

該当すると判断していたことが如実に表れている。 

結局，かかる解釈・運用は，裁判所法６９条違反であるのみならず，

「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」違反（管轄違反）でも

あったということにもなる。 

（５）被告人・弁護人の同意（意思確認） 

ア 「裁判所法逐条解説（下巻）」（昭和４４年） 

まず，「裁判所法逐条解説（下巻）」を見ると，開廷場所指定の上申

手続・書類に関する記載がないため，被告人・弁護人の同意についての

言及もない。 

イ 国会質問想定問答集（昭和５６年） 

この点，国会質問想定問答集では，「下級裁判所から 高裁判所に上

申がなされる場合には，原則として訴訟関係人－とくに被告人又は弁護

人の同意書を添付してもらう取扱いをしている。これは，被告人又は弁

護人が裁判の進行について， も利害を有しており，その意思を確認し，

尊重すべきでものと裁判所がしているからである。下級裁判所としても

被告人又は弁護人が，他の場所で法廷が開かれることに反対であれば，

上申を決定する段階で，それを考慮するであろうし， 高裁判所も開廷

場所の指定の必要性を判断するうえでの資料として考慮することになろ

う。」，「なお，伝染性の疾患の患者にかかる上申の場合，被告人又は

弁護人の同意書の提出を求めていないが，これは本来の法廷で審理を行

えば伝染するおそれがあるということと，伝染を防止しようとすると，

多大の経費をかけなければならないという病気の特殊性を考慮されたも

のと思われる。過去１０年間で非伝染性疾患の患者にかかる開廷場所の

上申の場合に，被告人又は弁護人の同意がなくて上申された事例はな

い。」と述べられている。 

   ウ 被告人の同意調査（昭和５６年） 

また， 高裁判所内部の「裁判所法第６９条第２項により，裁判所外

で開廷することを認可した事例中，被告人の同意・上申の有無調べ（５

６．１１．２管轄印）」という文書においても，「Ｎｏ２２～１７８中

で認可した事例（昭和２４年１０月～昭和５２年）」のうち，「１ 癩
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を原因としたもの」（合計９１件）は，「※起訴状，診断書，上申によ

る開廷予定官署等の承諾書等で，被告人本人の同意書はなし」と記載さ

れている。 

他方，ハンセン病以外の病気による場合（合計４件）については，３

件について被告人の意思確認がなされている（①「骨折・骨髄炎－被告

人上申あり（前橋地裁）」，②「開放性肺結核－被告人同意書あり（姫

路簡裁）」，③「頸髄横断麻痺等－弁護人意見書中に被告人に異議が無

い旨記載（名古屋地裁）」と記載されており，④慢性中耳炎については

「難聴のうえ補聴器使用も効果なし（長崎地裁）」と記載するのみで，

被告人の同意の有無について記載はない。）。 

エ 「開廷場所指定のための上申方法について」（昭和５６年） 

 さらに，「開廷場所指定のための上申方法について」（昭和５６．１

１．４刑二）と題する文書（「昭和５２．１１．４総務局一課長も了承

済み」と記載）には，開廷場所指定の上申の打診の際，「訴訟当事者の

意向，被告人の防禦能力の有無」が問われることも少なくないようであ

る，と記載されていた。 

オ ハンセン病隔離法廷の場合 

このように，ハンセン病隔離法廷の場合，伝染病疾患の患者であり，

法廷の審理をすると伝染するおそれがあり，伝染防止に経費をかけなけ

ればならないという考慮から，一切，被告人の同意書を得ることなく，

開廷場所指定がなされている一方で，ハンセン病以外の病気の場合には，

基本的に被告人の意思確認がなされており，被告人の意思確認という点

でも，ハンセン病に対する差別的取扱いが如実に表れている。 

（６）開廷場所指定の統計（裁判所時報） 

高裁裁判官会議において，開廷場所指定が議題となる場合，過去の事

例が一覧表として，繰り返し作成されており，ハンセン病の場合，ハンセ

ン病以外の病気の場合，その他の場合などに分類されて検討されていた。 

また，公刊物である裁判所時報には，以下のとおり，過去３回，開廷場

所指定の状況・統計が掲載されており，ハンセン病が特別扱いされていた

ことが一目瞭然である（なお，「裁判所時報」引用部分は「癩」と記載し

ている。）。 

ア 裁判所時報第７４号（昭和２６年１月１５日）６頁 

◎裁判所外における開廷場所の指定 

高裁判所発足以来昨年末までに，裁判所法第６９条第２項に基き，
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各裁判所から 高裁判所に対しなされた裁判所外における開廷場所の指

定に関する上申及びその結果は，左の通りである。 

個別の上申事件ごとに掲載しているが，以下では詳細略（統計のみ）。 

 （昭和２２年５月３日～昭和２５年１２月末日） 

（ア）認可（２３件） 

①ハンセン病：１７件（癩病，結節癩，神経・結節混合型，神経癩） 

②ハンセン病以外の病気：５件（腰椎カリエス，肺結核，神経痛兼糖

尿病，座骨神経痛・老衰） 

③病気以外の理由：１件（漁期を失う） 

   （イ）却下（２件） 

十二指腸潰瘍（慢性），第１２胸椎圧迫骨折 

（ウ）撤回 

①ハンセン病：１件（結節癩：東京都文京区山の内病院）１件 

②ハンセン病以外の病気：９件（老衰，肺結核，座骨神経痛，胃潰瘍，

関節ロイマチムス，腎臓炎，老衰，糖尿病神経痛，高血圧症兼動脈

硬化性精神障碍） 

③病気以外の理由：０件 

イ 裁判所時報第２００号（昭和３１年２月１日）２６頁 

◎裁判所外における開廷場所の指定 

裁判所法第６９条第２項に基き，各裁判所から 高裁判所に対してな

された裁判所外における開廷場所の指定に関する上申数（昭和２６年１

月１日から昭和３０年末までに処理したもの）及びその事由と処理の結

果は，左のとおりである。（右以前の分については昭和２６年１月１５

日付本誌第７４号参照。） 

・上申総数：７０件 

・認可，却下および撤回の数ならびに上申事由 

（ア）認可：３８件 

・３６件は被告人癩病のため 

・２件は庁舎の倒壊および焼失のため 

（イ）却下：２４件 

・２０件は被告人の結核その他癩病以外の病気を理由とするもの 

・１件は被告人，弁護人，証人等の数が相当多数にて当該庁の法廷で

は審理困難であることを理由とするもの 

・１件は訴訟関係人の住居地から裁判所への交通の不便を理由とする
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もの 

・１件は癩患者の既決囚のみを収容する刑務支所構内に包括的に開廷

場所の指定を求めたもの 

・１件は破産事件の債権者集会を開くためのもの 

（ウ）撤回：８件 

・８件とも被告人の癩病以外の病気を理由とするもの 

ウ 裁判所時報第２９８号（昭和３５年２月１日）１０頁 

◎裁判所外における開廷場所の指定 

昭和３１年から昭和３４年までの４年間における開廷場所の指定（裁

判所法６９条２項）は左のとおりである。（右以前の分については昭和

２６年１月１５日付本誌７４号，昭和３１年２月１日付本誌２００号参

照。） 

（ア）認可：１４件 

（上申事由）１３件は被告人が癩患者，１件は被告人が両側慢性中耳

炎による高度の難聴者 

   （イ）却下：５件 

   （上申事由）被告人が癩以外の病者 

（ウ）撤回：１件 

   （上申事由）被告人多数にて当該庁の法廷では審理困難 

（エ）計：２０件 

（７）開廷場所指定上申書類 

ア 「裁判所法逐条解説（下巻）」（昭和４４年） 

  まず，「裁判所法逐条解説（下巻）」には，開廷場所指定のための上

申手続・書類に関する記述は見当たらない。 

イ 刑事裁判官会同資料（昭和３３年） 

この点，「昭和３３年全国刑事裁判官会合」（係官手持資料（昭和４

０年１１月事務連合ブロック会合）資料）では，「長期療養中の被告人

について開廷場所を自宅等に指定することの可否」という議題について，

江里口清雄刑事局長は，「診断書だけで満足しないでやはり相当な医者

に出廷ができるかどうかというような点を鑑定してもらう」「ただ診断

書だけであるいはそのまま通すということ，こういう事情がございます

れば，なお，一層調査するという必要があるのではないかと思う」と述

べている。 

ウ 「開廷場所指定のための上申方法について」（昭和５６年） 
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 また，「開廷場所指定のための上申方法について」（昭和５６．１１．

４刑二）と題する文書（「昭和５２．１１．４総務局一課長も了承済み」

と記載）には，開廷場所指定の上申方法について述べた上で，「打診の

際に，起訴状，診断書，出廷不可能なことを明らかにする資料（例えば

横臥移動の可否等）等が求められ，また，訴訟当事者の意向，被告人の

防禦能力の有無，審理予想時間等について，問われることも少なくない

ようである。」と記載されていた。 

エ 手書きメモ（作成時期不明） 

また，（作成時期・作成者不明の）「開廷場所の指定上申に必要な事

項および書類」と題する手書きのメモには，「１．被告人が如何なる者

であるかの説明」「２．事件の経過」「３．被告人に対する起訴状の写」

「４．開廷場所に指定すべき場所および，その場所の管理者の使用につ

いての承諾書」「５．被告人が病者のときは刑訴規則第１８３条に規定

する適式の診断書」「６．公判期日」と記載されていた。 

もっとも，この手書きメモは，作成者・作成時期・作成目的が不明で

あり，裁判所内部の取扱い・信憑性は不明である。 

オ ハンセン病隔離法廷の場合 

ハンセン病隔離法廷の場合，前記のとおり，ハンセン病は伝染性疾患

であるとして，病状は考慮されず，公衆衛生上の危険性を理由に，ハン

セン病という診断書があれば，開廷場所指定の要件は具備できたという

定型的・機械的な解釈・運用がなされており，他方，ハンセン病以外の

病気については，極めて厳格かつ慎重に病状に関する書類を求めていた

と考えられる。 

この点， 高裁報告書１９頁では， 高裁判所元職員のヒアリング結

果として，病状に関する具体的資料を収集していたから，ハンセン病で

あることを理由に安易に開廷場所は指定していない旨の見解を示したと

いう発言が引用されている。 

しかし，同発言者も，決裁手続等について明確な記憶を有しているわ

けではなく，他方で，ルーティンワークとして処理していたから議論に

なることはなかった，当時，ハンセン病の方々の人権や気持ちを考える

ことはなかった，消毒などの具体的方法も指示していたなどと発言して

おり， 高裁総務局元職員７名の聴取報告書全体を見ると，問題意識を

持たずに機械的に処理していたと十分に推認することができる（実際，

不許可の事例はない。）。 
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結局，ハンセン病隔離法廷の場合，治癒，具体的な病状，出頭可能性

等は検討・議論されておらず，ハンセン病という診断書をもって開廷場

所が定型的・機械的に指定される解釈・運用であったと考えられるから，

上記元職員１名の発言をもって，ハンセン病を理由とした開廷場所指定

が慎重に検討されていたと判断することは，到底できない。 

（８）公示方法（告示） 

ア 「裁判所法逐条解説（下巻）」（昭和４４年） 

まず，「裁判所法逐条解説（下巻）」には，「裁判所外における開廷

が行われる旨を一般に知らせるため，開廷の場所等に相当の公示を行う

ことが望ましい。」（９頁）と解説されている。 

イ ハンセン病隔離法廷の場合 

この点， 高裁報告書（５１頁）では，「下級裁判所が， 高裁判所

の指示に従い，裁判所の掲示場及び開廷場所の正門等において告示を行

っていたこと」が推認できるとしている。 

たしかに， 高裁報告書別表番号７５（ハンセン番号３５）に係る菊

池事件（殺人事件・第１審）において，１９５３年（昭和２８年）６月

５日，菊池医療刑務支所が開廷場所として指定された際， 高裁事務総

局総務局長事務取扱 高裁判所事務総局事務次長名義で「菊池医療刑務

支所で開くことができることになったので，これを一般に知らせるため

貴庁の掲示場，菊池医療刑務支所の正門等に相当の告示をして下さい。」

という告示依頼文書が残されている（厚生労働省開示資料， 高裁報告

書２３頁）。 

また， 高裁報告書に引用されている他の事案でも，（ 高裁判所の

発出ではないが）各係属裁判所からハンセン病療養所宛て，具体的には，

長島愛生園に対して「貴園の正門等掲示場」（ 高裁報告書別表番号１

７（ハンセン番号６）２０頁）・「貴園正門」（同別表番号１８（ハン

セン番号７）２１頁），栗生楽泉園に対して「貴園内適当な場所」（同

別表番号９０（ハンセン番号４５）２４頁）・「貴園正門前等適当の箇

所」（同別表番号１００（ハンセン番号５３）２５頁）として，上記類

似の告示依頼文書が残されている。 

しかし，全てのハンセン病隔離法廷について，公示（告示）が指示さ

れていたかは不明である上，実際の公示（告示）の有無・場所について

事後報告・確認作業がなされた形跡は全く窺えない以上，全てのハンセ

ン病隔離法廷において，適切に公示（告示）がなされたと推認すること
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まではできないはずである。 

この点， 高裁報告書（５２頁）も「公開の要請を満たさない指定が

されたと解される事例があったとは断定できない」と結論付けており，

適切な公示（告示）がなされなかった事例の可能性を完全に否定してい

るわけではない。 

また，菊池事件に係る上記告示依頼文書で「貴庁の掲示場，菊池医療

刑務支所の正門等」という例示的な文言が記載されているに留まってい

ることからみても，「裁判所掲示場」及び「菊池医療刑務支所の正門等」

の双方に告示されていたという 高裁報告書（５２頁）の推認には疑問

が残らざるを得ない。 

そもそも，ハンセン病隔離法廷が行われたハンセン病療養所・刑事収

容施設は，一般人が近づき難い場所であったという性質・場所の特殊性

に鑑みれば，たとえ，裁判所掲示場及びハンセン病療養所・刑事収容施

設正門等に公示（告示）がなされたとしても，それによって，裁判の公

開原則が担保されていたと判断することには疑問が残らざるを得ない。 

よって，公示方法（告示）という形式面についても，ハンセン病隔離

法廷は，裁判の公開原則違反のおそれを完全に払拭することできない。 

   ウ 菊池事件国賠訴訟判決 

     この点，菊池事件国賠訴訟判決（判決書４１～４４頁）は，告示の相

当性について，以下のとおり，判示している。 

すなわち，「真にやむを得ない場合」という必要性の要件を満たさず，

裁判所法６９条２項違反の開廷場所指定が行われた場合には，「原則に

立ち返り，裁判所庁舎と同程度に国民の傍聴に適した場所で開廷し，か

つ，相当な告示が行われない限り、公開の要請を満たさないから，憲法

３７条１項，８２条１項違反の問題が生ずると解するのが相当である。」

と判断基準を示し，菊池事件における告示について，開廷場所指定文書

には菊池恵楓園内の具体的な開廷場所が特定されておらず，菊池恵楓園

はハンセン病療養所であり，当初裁判を行う場所として想定されていな

かったうえ，広大な敷地に多数の建物を有し，昭和２７年当時１５００

名以上のハンセン病患者が入所していた大規模な施設であり，審理が行

われた自治会事務所（園内事務支所）及び慰安所（旧公会堂）周辺には

開廷の告示がされていなかったことが認められるとして，開廷の告示の

「掲示場所も熊本地方裁判所の掲示場及び菊池恵楓園の正門等にとどま

っていた可能性が高く，そのような告示の仕方は相当性を欠くのではな
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いかという疑問が生ずる。」，「 高裁判所は，菊池事件についての開

廷場所指定に当たり，上記のようなハンセン病患者やハンセン病療養所

に対する国民一般の意識を踏まえ，一般の傍聴希望者が来園することは

現実には想定し難いことを認識した上で，開廷場所指定を行っていた疑

いがあり，開廷の告示を行った熊本地方裁判所においても同様の疑いが

ある。そして，菊池事件を含め，菊池恵楓園で行われた裁判について，

ハンセン病療養所の入所者，職員，家族，厚生省職員及び報道関係者以

外の一般国民が傍聴したことを示す記録がないことも，このことを裏付

けているように思われる。」と判示し，「少なくとも菊池恵楓園で行わ

れた審理については，裁判所庁舎と同程度に国民の傍聴に適した場所で

開廷したものではなく，相当の告示も行われなかったものとして，憲法

３７条１項，８２条１項に違反する疑いがあるといわざるを得ない。」

と結論付けた。 

このように，菊池事件国賠訴訟判決は，裁判所法６９条２違反により

開廷場所が指定されたハンセン病特別法廷においては，熊本地方裁判所

の掲示場及びハンセン病療養所（菊池恵楓園）の正門等に告示しただけ

では，相当の告示とはいえず，公開の要請を満たさないという注目すべ

き判断を下している。 

（９） 高裁判所裁判官会議議事録 

ところで， 高裁開示資料において， 高裁報告書別表の合計１８０件

中， 高裁裁判官会議議事録が存在した（開示された）のは２１件のみで

あり（うち１件は， 高裁報告書別表には記載されていなかった。），２

１件中，ハンセン病関係は３件のみであった（以下に掲載）。 

同議事録には，（ハンセン病以外の一部事案について，上申資料が添付

されているものもあったが）上申理由にかかわらず，総務局担当者の説明

内容及び裁判官会議の議論内容は掲載されておらず，開廷場所指定・不指

定の結論しか記載されていなかったため，結論に至る過程の検証・評価は

できなかった。 

なお， 高裁裁判官会議の議決日と（ 高裁報告書別表記載の認可・不

指定の）処理日が同一でないことが多いが，これは， 高裁判官会議の議

決後， 高裁判所から上申庁（下級裁判所）へ処理（認可・不指定）通知

（依命通達）を発した日が処理日とされているからと考えられる。 

ア 昭和２３年１月３０日（金）議決 

（ 高裁報告書別表番号１（ハンセン番号１）：昭和２３年１月３０日
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処理（認可）） 

（議事録） 

「裁判所外における開廷場所の指定について 

○○総務部長の説明あり。横浜地方裁判所に係属中の被告人●●に対

する●●被告事件につき，開廷の場所を横浜刑務所内に指定する。」 

イ 昭和２３年２月１３日（金）議決 

（ 高裁報告書別表番号２（ハンセン番号２）：昭和２３年２月１３日

処理（認可）） 

（議事録） 

「裁判所外における開廷について 

○○総務部長の説明あり。仙台高等裁判所の被告人●●（癩患者）に

対する●●被告事件につき，盛岡少年刑務所において法廷を開かせるこ

ととする。 

なお，癩患者を被告人とする下級裁判所の刑事事件につき，裁判所以

外の場所において法廷を開かせることについては，今後，事務局をして

処理せしめ，裁判官会議は，その報告を受けるに止めることとする。」

（ 高裁報告書８～９頁） 

ウ 昭和２３年７月１９日議決（上申理由は不明） 

（ 高裁報告書別表番号（掲載なし）） 

（議事録） 

「裁判所外の開廷について 

○○総務部長より説明あり。福井地方裁判所及び福井簡易裁判所の法

廷を武生簡易裁判所において開廷させることとする。」 

（編著者注：後記エのとおり，昭和２３年１０月２５日， 高裁裁判官

会議において，武生簡裁での出張法廷の許可は取り消されている。） 

エ 昭和２３年１０月２５日（月）議決 

（ 高裁報告書別表番号１１（ハンセン番号５）：昭和２３年１０月２

８日処理（認可）） 

（議事録） 

「裁判所外の開廷について 

総務部○○第一課長より，札幌高等裁判所函館支部の被告人●●に対

する●●被告事件につき，青森県東津軽郡新城村松丘保養園において開

廷させることとし，福井地方裁判所及び福井簡易裁判所の法廷を武生簡

易裁判所において開廷させることを取り消すこととする。」 
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（編著者注：福井地裁・簡裁の出張法廷（武生簡裁）の取消しについて

は，前記ウのとおり， 高裁報告書別表番号に掲載なし。） 

オ 検討 

福井地裁・簡裁の出張法廷（武生簡裁）の認可・取消しについて，

高裁報告書別表・ 高裁開示資料に上申・処理された事件として掲載さ

れていないことからすると， 高裁報告書別表には，開廷場所指定の上

申事件が全て掲載されているわけではないと推認される。 

４ 追加の裁判所内部の開示資料（２０１９年８月８日開示分）の検討 

（その２： 高裁調査委員会の現地調査時の収集資料） 

高裁調査委員会が（有識者委員会と共に）ハンセン病療養所で現地調査し

た際に収集した資料は，以下のとおりであるが，一般的なパンフレット類や概

況説明書が多いため，個別の検討は省略する。 

（１）国立ハンセン病資料館の訪問時（２０１５年１０月２１日） 

２０１５年（平成２７年）１０月２１日， 高裁判所調査委員会が，国立

ハンセン病資料館（多摩全生園内）を訪問した際，資料館に関する案内文書・

パンフレット類などが収集された。 

（２）栗生楽泉園・重監房資料館の訪問時（２０１６年１月２５日） 

２０１６年（平成２８年）１月２５日， 高裁判所調査委員会・有識者委

員会が，栗生楽泉園・重監房資料館を訪問した際，園当局関係では，概況書

（栗生楽泉園）・「国立療養所栗生楽泉園」，自治会関係では，「栗生楽泉園ガ

イドブック」，重監房資料館関係では，「重監房資料館」（厚生労働省）・重監

房資料館だより（第１号～第６号）・「国立ハンセン病資料館 資料館だより」

（２０１６年１月１日，第９０号）・「楽泉園自由地区の形成に至る歴史的背

景の特異性」（旧湯之澤地区と楽泉園自由地区の関係，北原誠）・上毛新聞「視

点・オピニオン２１の７記事抜粋（全４頁）（北原誠）などが収集された。 

訪問当日， 高裁判所調査委員会（６名）及び有識者委員会（５名）は，

栗生楽泉園内の重監房跡地入口，事務本館，納骨堂，青年会館（旧栗生会館），

社会交流会館及び重監房資料館を見学している。 

（３）菊池恵楓園・菊池医療刑務所の訪問時（２０１６年２月２９日） 

２０１６年（平成２８年）２月２９日， 高裁判所調査委員会・有識者委

員会が，菊池恵楓園を訪問した際，園当局関係では，概況書（菊池恵楓園）・

菊池恵楓園「ハンセン病を正しく理解して頂くために」・ガイドブック「菊池

恵楓園」，自治会関係では，菊池恵楓園入所者自治会しおり・「壁を越えて 自

治会８０年の軌跡」・説明文書＜納骨堂＞＜隔離壁＞＜監禁室＞＜菊池医療刑
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務支所＞，資料館関係では，パンフレット「社会交流会館 歴史資料館」，菊

池事件関係では，「菊池醫療刑務支所概要」と題する図面（設計図）・「菊池事

件 その真相と司法の責任」と題するパンフレットなどの資料を収集した。 

訪問当日， 高裁判所調査委員会（６名）及び有識者委員会（５名）は，

菊池恵楓園内の管理棟，納骨堂，北側コンクリート塀及び壕，旧監禁室，自

治会ホール，社会交流会館（歴史資料館）及び熊本刑務所菊池医療刑務支所

跡を見学している。 

５ 追加の裁判所内部の開示資料（２０１９年８月８日開示分）の検討 

（その３： 高裁調査委員会による関係者の聴取報告書） 

（１）入所者等の聴取報告書 

高裁調査委員会は，２０１４年（平成２６年）１２月２３日，４名（宮

古南静園，同月２４日，１名（場所は黒塗り），同日，２名（菊池恵楓園），

同月２５日，１名（菊池恵楓園），同日，１名（菊池恵楓園），２０１５年（平

成２７年）１月１４日，１名（場所は黒塗り），入所者等から聴取を行った。 

なお，聴取場所が黒塗りされた聴取対象者２名は， 高裁報告書（６～７

頁）と照合することにより，菊池医療刑務支所の元教誨師と菊池医療刑務支

所の特別法廷で国選弁護人を務めた弁護士と認められる。 

入所者の聴取報告書に添付されている写真は，菊池恵楓園内の（昭和２６

年までの）自治会事務所（旧「説教所」）（当時）及び慰安所（旧公会堂）（当

時）の外観・内部の写真であり，当該場所は，菊池恵楓園内で特別法廷が設

置された（と入所者らが認識している）場所であり，入所者の聴取報告書に

添付されている図面は，①慰安所（旧公会堂）（当時）内で特別法廷が行われ

た際の訴訟関係人の配置図，②旧自治会事務所（当時）及び慰安所（旧公会

堂）（当時）の建物内部の見取図であった（資料編第８節第１添付）。 

元教誨師の聴取報告書と考えられる聴取報告書には菊池医療刑務所の平面

図が添付されており，元教誨師が特別法廷の傍聴をしていた場所という倉庫

部分（「領置倉庫」「被服倉庫」「備品其他庫」）が拡大されている（資料編第

８節第１添付）。 

（２）内田博文九州大学名誉教授（元ハンセン病検証会議副座長）意見聴取報

告書 

２０１５年（平成２７年）３月１６日，福岡高等裁判所第２小会議室で

行われた内田博文九州大学名誉教授（以下「内田教授」という。）の意見

聴取では，要旨，以下のような意見が述べられていた。 

ア ハンセン病特別法廷の運用 
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（ア）裁判所法制定当時，伝染性疾患に対して出張裁判を開くことを想定

しておらず，ハンセン病患者については当初の想定とは違った事態が

発生したと考えられる。 

（イ）昭和２２年に特効薬プロミンが国内で合成されて治癒する病気にな

り，昭和２６年には軽快退所者２５名が出ていたことから，病状・類

型により個別に判断すべきであった。 

（ウ）特効薬により旧癩予防法下においても事実上外出が認められていた

現状を踏まえて裁判所法の運用がされて然るべきであった。 

（エ）個別に判断して裁判所での裁判は難しいという判断はあり得ないわ

けではないが，当時の状況に鑑みれば，出張法廷をせざるを得ないと

いうのは極めて例外的場合であり，多くの場合は裁判所の公開裁判を

受けることについて，特段問題はなかったと判断できると考えている。 

（オ）論理的にはごくごく例外的に出張法廷が許される場合があり得るか

もしれないが，感染力が弱いこと，当時のハンセン病の状態を考えた

場合，それに該当する場合はほとんど考えられないだろうと思う。 

イ ハンセン病特別法廷の違憲性 

（ア）熊本地裁判決により１９６０年以降は違憲判断が確定しているが，

１９６０年以前の特別法廷の違憲性は，らい予防法の違憲性とは別個

に判断する必要がある。 

（イ）ハンセン病検証会議では，１９６０年以前についても強制隔離に根

拠がないので憲法上の疑義があるという考えに立っており，遅くとも

１９６０年以前は違憲状態という考え方を採用しているので，出張法

廷を正当化する法的根拠を一つ一つ丹念に分析した上で憲法上の問題

を検討する必要がある。 

ウ ハンセン病特別法廷の理由 

ハンセン病は感染力が大きいので，感染を防止し消毒しなければなら

ないから裁判所での裁判は適当ではなく，園内やハンセン病専用の医療

刑務所で行うという判断がなされたと思われる。 

エ ハンセン病特別法廷の原因（差別・社会防衛・保護） 

（ア）軽快退所者が出ていたことや全治できる病気になっていたことと一

律に出張裁判が指定されたことの間に大きなギャップがあり，その原

因は無らい県運動などによって作出された怖い病気で隔離・消毒しな

ければならないというハンセン病に対する差別偏見が大きな影響を与

えており，法曹界も例外ではなかった。 
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（イ）菊池事件の第１審裁判官が昭和３３年，朝日新聞の記事に「患者の

ために出張法廷をした」とコメントしたのは，戦後の無らい県運動が

持っている「社会防衛と保護」という考え方の例証である。 

（ウ）出張法廷の正当化理由として挙げられる法廷秩序の維持や公共の利

益については，特別法廷９５件が一つ一つ個別的に法廷秩序の維持・

公益の個別審査がなされていない。実際，宮古南静園では入所者の申

入れにより裁判所における刑事裁判を認めたことからすれば，法廷秩

序維持は出張法廷の正当化理由にはなっていなかったと考えられる。 

（エ）出張法廷は憲法上の疑義の氷山の一角であり，園内の懲戒検束規定

も適正手続を経ない懲罰であり，憲法上疑義があったこと，国際的に

隔離廃止が一般的となっていた昭和３３年に熊本地裁が外出制限違反

に有罪判決を下しており，司法のハンセン病に対する誤解が散見され

る。 

（オ）入所者が憲法に基づいて司法的救済を求めることは非常に大きな壁

があった。らい予防法廃止時も憲法上の問題は明確にされず，社会復

帰の問題が生じ，社会的偏見は司法的救済を求めることに大きな制約

になっていた。 

エ ハンセン病特別法廷の公開性 

（ア）有毒地帯（患者地帯）で行われた出張裁判は，一般的に傍聴は極め

て厳しいので，公開裁判の意義を大きく損なう事態が発生していたと

考えられる。 

（イ）（療養所で特別法廷が開かれた際，結果として入所者やマスコミが

傍聴したことで公開性が認められるのかという質問に対し）療養所で

開くこと自体，公開裁判という考え方に馴染まない。 

オ 今後の取組 

（ア）出張法廷により入所者や家族の方々に与えた影響は大きく，出張法

廷の被告席に置かれた入所者は全体のごく一部であるが，検証・被害

救済・名誉回復の観点から，入所者全体が入所者全体の問題という認

識で取り組んできたのであり，入所者の方々が日本国憲法の枠外に置

かれてきたことに強いショックを受けてきたということを押さえてお

かなければならない。 

（イ）裁判所も，司法独自の立場で，十分な検証をした上で，問題点に対

して真摯に謝罪して名誉回復・被害救済・再発防止の措置を講じてほ

しい。 
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（ウ）国は第三者委員会的なものとしてハンセン病検証会議を設置して多

角的検証を行ったが，裁判所も同様に第三者委員会的なものを設置し

て検討していただきたい。 

（エ）ハンセン病検証会議では出張法廷について十分な資料を入手できな

かったので，十分に検証できなかった。現在，検証の緒に就いた。司

法による検証，被害救済・名誉回復，再発防止策を実現していただき

たい。 

（オ）司法の独立性の問題と検証・再発防止が調和するように推進してい

ただきたい。適正手続違反に対する被害救済・再発防止は，個々の事

件の裁判の問題と両立する可能性が高いのではないかと考えている。 

（カ）療養所に入所させて治療を受けさせるのが本人のためという考えは

社会防衛と表裏一体であり，黒川温泉宿泊拒否事件ではホテル側の謝

罪を受け入れなかった入所者への批判が殺到したのは，保護の対象で

あり，権利主体と認めていないということであり，無らい県運動の保

護と社会防衛が一体となって残っていると考えざるを得ず，司法だけ

でなく各界が何とかしなければならない。 

（キ）「司法ならではの名誉回復・被害救済」として，憲法違反の手続で

なされた裁判の見直し，再審が司法の問題と考えている。 

（３） 高裁判所総務局元職員（７名） 

高裁判所調査委員会による総務局元職員（７名）に対する開廷場所指定

に関する経緯・状況に関するヒアリングに際し，明確な記憶はない元職員が

多かったものの，要旨，以下のような回答がなされていた（問題点ごとに整

理した。）。 

なお，元総務局職員は７名全員が元裁判官である（総務局在任期間は昭和

３０年代後半から昭和４０年代までの間であり，その 終職歴は 高裁判所

長官・同判事，高等裁判所長官・同部総括判事である。）。 

ア 元総務局第一課長Ａ 

（２０１５年（平成２７年）１２月１８日聴取） 

（ア）総務局勤務時期 

昭和４７年４月から同５０年まで総務局第一課長 

   （イ）ハンセン病や開廷場所指定への関与 

ハンセン病を理由とする開廷場所指定は昭和４７年１月・２月に認可

され，昭和４８年には他の疾患で認可されていることについて，全く記

憶がない。 
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ただ一つだけ，寺田治郎元長官の国会答弁に同伴した記憶があり，そ

の答弁のとき，「癩病」という言葉を使ったことを非常に気にしていた。 

（参考）資料編第２節（隔離法廷に関する国会議事録）第２（ 高裁判所

答弁）の４（昭和５０年２月５日・参議院決算委員会）において，寺田

治郎 高裁判所事務総長が，「らい患者」の場合に特別法廷が開かれて

いる旨答弁しており，聴取対象者の総務局第一課長時期と一致するた

め，同答弁を指すものと思われる。 

（ウ）昭和４７年にハンセン病の上申の終了 

第一課長として関与しなかったとは断定できないが，記憶にない。沖

縄復帰の頃なので，民事局・家庭局など国会関係に関わったことは覚え

ている。 

イ 元総務局付Ｂ 

（２０１５年（平成２７年）１２月２２日聴取） 

（ア）総務局勤務時期 

総務局付は昭和３６年から同３９年頃まで 

（イ）ハンセン病や開廷場所指定への関与 

「法廷を裁判所外で開く場合について」（昭和３７．３．５作成）

の作成名義人として記載されていることについて，第一法規の判例体

系の裁判法を作成したが，具体的事件は思い出せない。 

ハンセン病について開廷場所指定が必要だと当時からおそらく思っ

ていたに違いないが，総務局としてどういう結論を付けたかは全然覚

えていない。 

「法廷を裁判所外で開く場合について」（２頁）の裁判所法６９条

の解説の中で，「従来認可された事例の殆んどは被告人が癩患者であ

る場合である。これは，癩が伝染性疾患であるため，被告人を呼び出

して法廷で審理をすれば，公衆衛生上の危険が予想され，これを防止

するためその都度法廷に設備をするとすれば多大の経費を要すること

になるところから，認められているのである。これらの場合には，癩

患者のいる病院又は医療刑務所で法廷が開かれる。」と記載している

ことについて，（総務）局付当時，ハンセン病について何か検討した

記憶はない。ハンセン病は開廷場所指定の場合に該当するということ

は頭の中にかなり入っているので，やっているかもしれない。 

   （ウ）裁判官会議について 

裁判官会議まで諮らないで決めていたと思う。 
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昭和２８年に 高裁名義で「菊池医療刑務支所において法廷を開く

ことができる」という書面が残っているであれば，その後，ずっとや

っているはずである。 

（エ）ハンセン病特別法廷に関する当時の認識 

「癩が伝染性疾患であるため，被告人を呼び出して法廷で審理をす

れば公衆衛生上の危険が予想され，これを防止するためその都度法廷

に設備をするとすれば多大の経費を要することになる」というのは，

当時の事務総局・裁判所の一般的な認識・見解と思う。何の抵抗もな

く開廷場所の指定に癩病も入るということは頭の中に残っているの

で，やったに違いないが，具体的な手続は覚えていない。 

ウ 元総務局付Ｃ 

  （２０１５年（平成２７年）１２月２４日聴取） 

（ア）総務局勤務時期 

昭和４５年から同４８年頃までの間 

   （イ）ハンセン病・開廷場所指定に関する関与 

開廷場所指定は，制度的には一課担当と思うが，具体的には書記官

事務の一環として三課が担当していたと思う。総務局三課（書記官事

務）局付の時は１件もなかったはずだが，開廷場所指定を議論した記

憶があるので関与していると思う。その頃は，ハンセン病で開廷場所

を指定することの問題意識は全くなく，当然のことだと思っていた。 

（ウ）ハンセン病に対する認識 

その時代は，伝染しないとか，差別になるという意識はなかった。 

それまでもずっとハンセン病関係で開廷場所指定がなされていたと

思うので，何か問題提起があれば，開廷場所指定について問題意識を

持つと思うが，問題意識は全く無く，当然のように指定していたと思

う。 

（エ）裁判官会議について 

ハンセン病を理由とする開廷場所指定は，事務総局限りで処理する

ことになっていたことは覚えている。裁判官会議マターだが，事務総

局限りで進めるという話は聞いた。何か会議にかけた記憶があるので，

総局会議にはかけていると思う。ハンセン病だけの事例をリストアッ

プしてこれだけやっているという会議資料を提出した記憶があり，結

構，頻繁に開廷場所指定を行っているという話をしたと思う。記憶し

ているので関与していると思う。開廷場所指定の手続は総務局一課・
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三課の案件だったと思うが，具体的に中心として担当していたのは三

課だったと思う。制度面として一課担当と思うが，ルーティンワーク

として書記官事務の位置付けで上申受付手続は三課が担当していたと

思う。三課が受け付けて決裁書を作成し一課に持っていき，局議にか

けて総務局会議にかけていくという流れだったと思う。ルーティンワ

ークだから議論になることはなかったと思う。 

（オ）上申書類・必要性判断 

下級裁判所から医師の診断書等を提出させ，かなり厳しい要件で開

廷場所指定の手続はやっていたと思う。療養所長の上申書もあった。

具体的な伝染可能性やその程度も含まれていたと思う。ハンセン病だ

から一律に許可することはなかったと思う。治っている人もいるとい

う認識があったから，少なくとも伝染可能性は厳しく見ていたと思う。 

治っている人もいるだろう，およそ治らないものではないだろうと

いう認識はあったと思う。不治の病とは思っていなかった。およそハ

ンセン病だから許可するということではなかったと思う。 

必ず療養所長の書面は付いていたと思う。病状について何らかの疎

明資料があり，病状の程度も記載されていたと思う。開廷場所の指定

は制限的にやっていたので，らい病ということだけで安易にやってい

たわけではないと思う。 

ただ，当時は，ハンセン病の方々の人権や気持ちを考えて進めると

いう感覚は全く無かった。 

ハンセン病を理由とする上申が認められないという具体的な事例の

記憶はない。 

資料は厳しく見ていたが，資料が足りない場合でも，当然に不許可

にするという考えはなく，資料の追加を求めることはあった。 

（カ）認可の際の注意事項 

裁判官の対応方法として，マスクを付ける，記録の消毒・ゴム手袋

も指示していたと思う。万が一感染しても困るので，裁判官も書記官

も完全防備だったと思う。重装備と言えるものだったと思う。感染し

たら大変なので原庁の対応でいいかという話をした記憶がある。 

（キ）開廷場所の資料 

法廷としてふさわしい部屋かを確認した。会議室か，どのくらいの

広さか，傍聴人が入れるか，傍聴席の配置を確認して，指示していた。

裁判官が行くので，裁判官が嫌がるかを心配していた。裁判官がマス
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クをしていっても不快に思わせないようにする説明をした記憶があ

る。 

（ク）告示（公開性担保） 

告示したことは覚えている。公示送達する場合に使用する裁判所の

掲示場を使えばいいと考えていたと思う。 

療養所の正門も掲示したと覚えている。以前の記録を確認し，正門

に告示すると書いてあったので，同じようにやっていた。 

（ケ）決裁手続 

事務総長の決裁を得ていたかは，わからない。 

（コ）療養所とやりとり 

開廷場所指定の事例で，（私が直接電話で聞いたかどうかは分から

ないが）療養所長との電話で「療養所にはもう治っている人もいるの

で，皆，外に出してはいけないということではないが，世間的にはと

ても出せない」「療養所の周りには出せない。法廷のためでも無理」

「地域住民がとても出してくれない」という話を聞いた。 

エ 元総務局付Ｄ 

  （２０１６年（平成２８年）１月５日聴取） 

（ア）総務局勤務時期 

昭和４７年４月から同４９年まで 

   （イ）ハンセン病・開廷場所指定に関する関与 

総務局在職中，ハンセン病も普通の病気であり，特別扱いするのは

いかがかという話をしていたような気がするが，局内の検討や議論を

したわけではない。 

（ウ）昭和４７年以降，上申がなくなったことについて 

総務局で何かをした記憶はない。 

ハンセン病以外の事例（上申一覧表１７０，１７１）で上申書等を

（総務局）三課で見たことはあると思う。昭和４７年以降，ハンセン

病の上申がないのは，何かきっかけがないのに今後は止めようという

ことはないと思うが，何かしたという記憶はない。裁判所の行政も何

もなければ何もしないというものだと思う。 高裁で正式に何かした

ということであれば記憶に残っていると思うが，記憶にないので，

高裁では何もしていないのではないかと思う。 

（エ）裁判官会議 

裁判官会議までは開いていないだろう。 
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（オ）ハンセン病に対する認識 

ハンセン病については特別扱いしていたのだろう。 

私が総務局にいた昭和４０年代ころ，ハンセン病を特別扱いする必

要は無いのではないかという感覚はあったと思うが，議論した記憶は

ない。 

不治の病ではないという認識は，皆，そう考えていたと思う。 

   （カ）ハンセン病とそれ以外の差異 

（ハンセン病とそれ以外の認可率に相違があることについて）ハン

セン病の事例は，特別扱いしていたのは間違いないだろう。 

（キ）厚生省や療養所からの連絡 

他機関から何か言われた記憶はない。私が総務局に来た時，ハンセ

ン病についてはずっとこのような取扱いをしているという話を聞いた

と思う。 

オ 元総務局付Ｅ 

  （２０１６年１月１８日聴取） 

（ア）総務局勤務時期 

昭和４２年から同４４年頃まで 

（イ）ハンセン病・開廷場所指定への関与 

全く覚えていない。 

   （ウ）決裁手続 

総務局内で会議は開いていないだろう。おそらくルーティンでやっ

ていたのではないか。 

高裁事務総局作成の「裁判所法逐条解説」に関わっていたが，開

廷場所指定を誰が書いたか覚えていない。 

裁判官会議の記憶はない。 

事務総長の決裁や総局会議の記憶はない。 

当時，ハンセン病を理由とする開廷場所指定について議論した記憶

はない。おそらく（議論）されていないと思う。問題になって議論し

ていれば，少しぐらい記憶があると思う。 

カ 元総務局付Ｆ 

（２０１６年（平成２８年）１月１８日聴取） 

（ア）総務局勤務時期 

昭和４１年６月から同４４年６月まで 

（イ）ハンセン病・開廷場所指定への関与 



107 
 

ハンセン病に関する上申は３件ある（上申一覧１５９番～１６１番）

のうち，私が関与したのは上申一覧１５９番・１６０番の菊池医療刑

務支所２件と思う。当時，大阪地裁から菊池医療刑務支所を開廷場所

として指定する上申が第一課管轄係にされていたことを記憶してお

り，総務局長決裁で許可したと思う。「許可する」という定型的文言

の書面に総務局長，第一課長，２人の総務局付が押印していた。菊池

医療刑務支所という名称は非常に記憶しており，２件は押印したと思

う。奄美和光園の覚えはないので，関与していないと思う。（被告人

が）菊池医療刑務支所であるにもかかわらず，大阪地裁からの上申で

あり，移送もされなかった。 

係から上申書の付いた開廷場所指定の決裁書面が回って来た際，

初の事件の時は，係から説明を受けて押印したが，その後は，総務局

付として検討することはなく，ハンセン病であれば決裁書面に機械的

に押印していた。大部な資料を審査したり，資料追加を求めた記憶も

ない。当時は慣例として機械的に決裁書面に押印していた。 

   （ウ）上申書類 

診断書以外に伝染可能性について検討していない。 

下級裁判所からの上申書の資料の中に，菊池医療刑務支所の所長か

らの上申書や意見書はないと思う。 

   （エ）決裁手続 

総務局付としては機械的に押印し，総務局付として特別に検討した

記憶はない。 

決裁手続が，総務局長決裁というのは明確な記憶ではないが，事務

総長決裁はあり得ない。裁判官会議に諮ることも絶対にない。 

決裁区分の委任として，「甲が長官，乙が事務総長，丙が局長」と

いう決裁区分の裁判官会議の決定があったから，委任規定に基づき，

総務局長に委任されていたと思う。 

他の総務局付が総局会議に諮ると話しているのであれば，そうなの

かもしれないが，総局会議に諮ることは考えられない。当時の総局会

議の運営からすると，個別事件について総局会議に諮るのかなと疑問

に思う。 

（オ）ハンセン病特別法廷の運用 

当時，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の在り方について総務

局内で議論した記憶は全くない。 
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ハンセン病に関してはルーティンワークで行っていた。 

キ 元総務局付Ｇ 

（２０１６年（平成２８年）２月１９日聴取） 

（ア）総務局勤務時期 

昭和４７年４月から４年間（昭和５１年４月まで） 

   （イ）ハンセン病・開廷場所指定への関与 

総務局を離れる際，４年間の業務をまとめるため，開廷場所指定の資

料をまとめた記憶がある。 

   （ウ）雑誌に関する記憶 

雑誌にハンセン病の記事があった記憶がある。 

（エ）ハンセン病特別法廷の運用について 

出廷できない当事者のために特別法廷を指定することが制度趣旨に合

っているかという問題があり，私自身，制度趣旨に合わないという違和

感があったので，通達まで遡って検討したが，個別事件のために特別法

廷を指定してよいと記載された文献もなく，昔から行われているので，

やむを得ないが，特別法廷を指定するしかないと考えた記憶がある。 

当時の法制度でも，一定の要件を満たせば外出可能であったはずであ

る。ハンセン病に罹患しているだけで何の問題もなく開廷場所指定をし

たとは考えられない。 

（オ）ハンセン病特別法廷の調査に関する意見 

当時のらい予防法による隔離政策の中で，司法にアクセスできない人

に対し，裁判所ができることは特別法廷を指定することであり，司法に

アクセスできない人に対して，特別法廷という便益を供与していること

が前提になるので，差別という主張をそのまま真に受けるべきではない。

これは，現在の考えである。 

制度論で対応すべき話なので，内部調査すること自体が何を考えてい

るのかと感じる。特別法廷指定が単なる便益の供与を超えて差別的取扱

いだという話は 近の話であり，後から出て来た議論ではないか。昭和

４７年当時，特別法廷が差別的取扱いでけしからんという声があること

はおよそ考えていなかった。 

４ 結語 

以上のとおり， 高裁判所開示資料から可能な範囲で検討をしたところ，ハ

ンセン病隔離法廷の指定について， 高裁判所及び下級裁判所も，ハンセン病

は恐ろしい伝染病という偏見・差別を有しており，公衆衛生上の危険性，消毒
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の経費等から，「真にやむを得ない場合」という極めて厳格な要件でしか裁判所

外の開廷場所が指定されないにもかかわらず，ハンセン病患者が当事者の場合

に限っては，ハンセン病に関する医学的知見は全く反映されないまま，ハンセ

ン病とそれ以外の病気について明らかに差別的な取扱いがなされており，ハン

セン病患者に対する偏見・差別という問題意識を持たないまま，定型的・機械

的にハンセン病隔離法廷が指定されていた運用や一般公衆に対する公開原則が

満たされていない状況を窺い知ることができた。 

第１０ 熊本地裁違憲判決・検証会議報告書 

 １ 熊本地裁違憲判決 

   ２００１年（平成１３年）５月１１日，熊本地方裁判所が「らい予防法」（１

９５３年（昭和２８年）制定，１９９６年（平成８年）廃止）及び強制隔離政

策を違憲とする判決を下した。 

   同違憲判決は，新法（１９５３年（昭和２８年）制定の「らい予防法」）の

違憲性について，「新法制定当時の事情，特に，ハンセン病が感染し発病に至

るおそれが極めて低いものであること及びこのことに対する医学関係者の認

識，我が国のハンセン病の蔓延状況，ハンセン病に著効を示すプロミンの登場

によって，ハンセン病が十分に治療が可能な病気となり，不治の悲惨な病気で

あるとの観念はもはや妥当しなくなっていたことなど，当時のハンセン病医学

の状況等に照らせば，新法の隔離規定は，新法制定当時から既に，ハンセン病

予防上の必要を超えて過度な人権の制限を課すものであり，公共の福祉による

合理的な制限を逸脱していたというべきである。」と当初からの違憲性を指摘

した上で，「新法制定以降の事情，特に，昭和３０年代前半までには，プロミ

ン等スルフォン剤に対する国内外での評価が確定的なものになり，また，現実

にも，スルフォン剤の登場以降，我が国において進行性の重症患者が激減して

いたこと，昭和３０年から昭和３５年にかけても新発見患者数の顕著な減少が

見られたこと，昭和３１年のローマ会議，昭和３３年の第７回国際らい会議（東

京）及び昭和３４年のＷＨＯ第２回らい専門委員会などのハンセン病に関する

国際会議の動向などからすれば，遅くとも昭和３５年には，新法の隔離規定は，

その合理性を支える根拠を全く欠く状況に至っており，その違憲性は明白とな

っていたというべきである。」と遅くとも１９６０年（昭和３５年）における

明白な違憲性を判示した（判例時報１７４８号３０頁）。 

 ２ 政府の控訴断念，政府・国会の謝罪 

   ２００１年（平成１３年）５月２５日，政府はハンセン病患者・元患者に謝

罪して，熊本地裁違憲判決に対する控訴を断念し，同判決が確定した。 



110 
 

   同年６月，国会（両議院）も，謝罪決議を行った。 

 ３ 「ハンセン病問題に関する検証会議」 

 （１）設置・検証の経緯 

    その後，厚生労働省は，原告弁護団との「基本合意書」に基づいて，２０

０１年（平成１３年）１２月２５日，「ハンセン病問題対策協議会」におい

て，真相究明事業の一環として，ハンセン病問題の多角的な検証のため，「ハ

ンセン病問題に関する検証会議」（以下「検証会議」という。）を設置する

ことに合意し，２００２年１０月から，医学・法学・歴史学・宗教学・報道

機関その他の多方面の専門家委員により構成された検証会議が開催された

（事務局委託先は，財団法人日弁連法務研究財団）。 

    そして，検証会議は，２００５年（平成１７年）３月，２年６か月間に及

ぶ膨大な調査を行った結果， 終報告書を公表した。 

 （２）法曹界の責任 

    終報告書では，「第十二 ハンセン病隔離政策に果たした各界の役割と

責任」として「法曹界－法律家・団体の対応・責任」が取り上げられた（３

０３頁）。 

    当該部分では，冒頭で，「（らい予防法）廃止がここまで遅れたのは，少

数の法律家・団体による個々の案件への誠実な取り組みの実績が一部には記

録されているものの，全体としてみると法律家・団体が社会から付託された

責任を果たさず，なすべき行動を怠ってきたのがその原因の一つではない

か。すなわち，同法の制定を許したこと自体も問題であるが，その時に違憲

の疑いなど同法の問題性を指摘し表明できなかったことが，その後の同法廃

止への取り組みの弱さにもつながり，その後の同法廃止への活動を行うこと

ができず，廃止がここまで遅れることになったのではないか」と指摘してい

た（３０４頁）。 

    そして，裁判所・検察庁・法務省の対応について，次の（３）及び（４）

のとおり，問題点が言及されていた（３１０～３１４頁）。 

 （３）留置場（特殊・専用留置場）の設置 

   ア 概要 

     警察署の留置場の概要として，１９５３年（昭和２８年）制定のらい予

防法では，旧法の懲戒検束権の規定が削除され，旧法当時に設置された監

禁室は撤去されたため，警察署の留置場が使われなければならないはずで

あったが，厚生省は，１９５４年（昭和２９年）６月，医務局長通達第３

７７号により，療養所内監禁室を国警（編著者注：旧警察法上の国家地方
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警察の略称）の留置場として使用する移管手続を指示し，また，全国７か

所の療養所内もしくはその近接地に療養所入所者専用の留置場の建設が

計画されたため，自治会はハンスト・座り込みをはじめとする激しい反対

運動をしたが，駿河療養所・東北新生園では療養所内に，大島青松園でも

島の海岸付近に留置場が設置され，長島では，長島愛生園と邑久光明園と

の共用の留置場が対岸に設置されるなどした。 

   イ 問題点 

     そして，入所者専用の留置場の設置の問題点として，差別を助長するこ

とにつながったこと，ハンセン病患者であることで他の感染症の患者と異

なる扱いをすることは不合理な差別であるから，法の下の平等に反するの

ではないかとの指摘がなされていた。 

 （４）出張裁判 

   ア 概要 

     出張裁判（裁判所外における開廷場所の指定）の概要として，裁判所法

施行（１９４７年（昭和２２年））以降，ハンセン病を理由に裁判所外の

開廷場所の指定がなされた事例は９５件（刑事事件９４件，民事事件１件）

であり，１９７２年（昭和４７年）２月２９日に指定されたものが 後で

あること，刑事裁判の開廷場所として，１９４８年（昭和２３年）１月以

降，横浜刑務所・盛岡少年刑務所・岡山地裁・松丘保養園・長島愛生園・

東北新生園・栗生楽泉園・神戸拘置所・東京拘置所・菊池恵楓園・大阪拘

置所等が挙げられていた。 

     他方，宮古南静園（沖縄県所在）では，本土復帰前の１９６０年（昭和

３５年），入所者が出張裁判を拒否したため，裁判所で開廷されることと

なり，その後も同様の取扱いとなったとしている。 

   イ 問題点 

     出張裁判の問題点として，まず，裁判所法・らい予防法の解釈として，

らい予防法ですら「法令により国立療養所外に出頭を要する場合であっ

て，所長がらい予防上重大な支障を来たすおそれがないと認めたとき」の

外出を認めていたにもかかわらず（１５条１項２号）， 高裁は，裁判所

法６９条２項の「必要と認めるとき」の解釈として「被告人が極めて長期

間の療養を要する伝染病疾病の患者であって，裁判所に出頭させて審理す

ることが不可能ないし極めて不相当な場合」を挙げ，前記の運用を行って

いたもので，らい予防法を超える裁判所の絶対隔離主義との批判が当ては

まるものと思われる（徳田靖之「ハンセン病国賠訴訟と法律家の責任」法
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律時報７３巻８号，２００１年）と指摘していた（３１２頁）。 

     出張裁判の違憲性については，以下のとおり指摘していた。 

    ①法の下の平等 

     ハンセン病患者であることで他の感染症の患者と異なる扱いをすること

は不合理な差別であるから，法の下の平等に反するのではないか。 

    ②裁判を受ける権利 

     裁判を受ける権利（憲法３２条）は個人にその基本的人権の擁護につい

て平等かつ完全な手段を保障するものであるから，これに反する疑いが

ある。 

    ③裁判の公開原則・刑事被告人の公開裁判を受ける権利 

     裁判の公開とは裁判の対審及び判決を一般公衆の傍聴できる状態（不特

定かつ相当数の者が自由に裁判を傍聴し得る状態）でなすことであり，

これらの規定に違反する。 

 （５）弁護士・弁護士会の問題点 

    後に，法曹界の問題点を指摘する中で，弁護士会について，以下のとお

り，厳しい言及がなされた。 

   ア １９５３年らい予防法への対応の欠如 

    「１９５３年らい予防法に対して，残念ながら法律家・団体による何らの

意見表明も記録されていない。患者らの，総決起集会，患者作業拒否，デ

モ行進，国会への陳情，座り込み，ハンストなど激しい運動が展開され，

マスメディアに報道されたにもかかわらず，『見ざる・聞かざる・言わざ

る』の姿勢が貫かれた。（中略）１９４７年の栗生楽泉園特別病室事件，

１９４８年の優生保護法制定，１９５１年の３園長証言事件など，戦後の

重大な状況にもかかわらず，医学・医療のことは医学界に任せようとの医

学追随説の考え方がこれを補強したのであろうか。」と指摘している（３

１８頁）。 

   イ １９５３年らい予防法改廃に対する対応の遅れ 

    「法律家・団体，なかんずく日本弁護士連合会の対応の遅れには弁明の余

地がない。」と厳しく批判している（３１９頁）。 

 （６）今後に向けての提言（弁護士会の改革） 

    法曹界に対する「今後に向けての提言」では，「弁護士会の改革」として，

「弁護士会には，基本的人権擁護等を使命とし（中略）人権擁護等の公益活

動を推進する基盤を整備する役割があるのである。例えば，人権擁護委員会

活動の活性化である。申立てなしでも調査できるほどの人的体制を整備し遅
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滞なく調査検討を進めること，一旦公表された意見書・提言等の実施にむけ

てのフォローアップ・チェックシステム，立法における附帯決議を周知徹底

させるシステムの構築等々である。」と指摘している（３１９頁）。 

 （７）再発防止のための提言 

    また，「再発防止のための提言」では，「被害の救済･回復」における「残

された課題」として，以下のように厳しい指摘がなされている。 

   ア 差別･偏見の根絶 

    「差別・偏見の特性に即した総合的で科学的な，そして何よりも差別され

る側の立場に立った対策を組織的，継続的に実施していかなければ，ハン

セン病差別・偏見は決してなくならないが，弁護士会，マスコミ，宗教界

の取り組みはまだまだイベントの域を出ていないのではないか。「同情」

論を打ち破る取り組みが，弁護士会，あるいは日弁連全体として，継続的，

組織的に行われているのであろうか。一部の弁護士による献身的な取り組

みには頭が下がるが，弁護士会全体となるとアリバイ作りの面が強いので

はないか。 

     弁護士会，マスメデイア，宗教界等に対し，差別・偏見の根絶に向けた

継続的な取り組みとそのための体制作りを，他機関・他団体のそれと連携

しつつ推進されることを改めて要望しておきたい。」（７７６頁） 

   イ 人権論の更なる深化 

    「社会の側にあって「少数者の尊重」を多数者に訴え，受け入れさせると

いう公務は，「聖なる業務」として法律家に専属せしめられているといえ

る。弁護士法第１条も「①弁護士は，基本的人権を擁護し，社会正義を実

現することを使命とする。②弁護士は，前項の使命に基き，誠実にその職

務を行い，社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならな

い。」と謳っている。そして，これこそが弁護士会自治を保障せしめてい

るところのものといえよう。 

     しかしながら，この面での弁護士会の問題発見能力や問題解決能力には，

患者運動等から学ぶ姿勢の不足等も含めて，構造的な問題があるように見

受けられる。「プロフェッションの責任」に対する自覚が欠如しているの

ではないか。このような非難を社会から浴びないような継続的，組織的な

取り組みが喫緊の課題となっているといえよう。法律家はその身分保障に

相応しい任務を果たさなければならない。人権論を深化させるのは法律家

の業務である。」（７７７頁） 

 ４ 再発防止検討会報告書の提言 
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 （１）設置・報告の経緯 

    検証会議報告書に基づき，２００６年（平成１８年）３月，厚生労働省は

「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会」を設置

した。 

    ２０１０年（平成２２年）６月，「ハンセン病問題に関する検証会議の提

言に基づく再発防止検討会」報告書（以下「再発防止検討会報告書」という。）

が公表された。 

 （２）患者の権利を擁護する制度の必要性 

    再発防止検討会報告書では，検証会議報告書が，「ハンセン病問題は，公

衆衛生等の政策において人権侵害を防止する患者・被験者の権利を擁護する

法制度，人権救済システムが存在しなかったこと，公衆衛生等の政策決定等

が，正しい医学的知識に基づかず，一部の医学・医療界の誤った知見に大き

な影響を受けたこと，疾病を理由とした差別は許されないという人権教育が

不徹底であったこと等の多様な要因を背景として，立法府，行政府の誤った

政策を，医学・医療界，法曹界，教育界，宗教界，福祉界，マスメディア等

も看過ないし放置してきたことによるもの」と指摘したことを紹介した上

で，患者の権利を擁護する制度の必要性について，次のように述べた。 

    「患者は常に弱い立場におかれ，医療従事者と患者の間に，根拠のないパ

ターナリスティックな関係が醸成，日常化されてきた」といえる。「ハンセ

ン病の患者は，まさにその典型例の一つで，極めて弱い立場におかれ，科学

的根拠のない，歴史的に到底許されない医療のあり方を国，地方公共団体及

び社会によって強制され」「また，疾病を理由とするいわれのない理不尽な

差別や偏見にさらされてきた。」として，「このことは，医療の場にある患

者は具体的に何らかの制度や体制によってその人権が守られなければ，いつ

何時，ハンセン病の悲惨な歴史が再発しても不思議ではないということを，

厳しく教えてくれている。」（１０７頁） 

 （３）提言内容 

    上記視点に立った上で，「患者の権利に対する体系」及び「疾病を理由と

する差別・偏見の克服，国民への普及啓発」の観点から，再発防止のあり方

が検討され，以下のとおり，提言された。 

    「患者の権利に対する体系」については，患者の権利についての法規定を

整備するとともに，医療従事者の責務や国・地方公共団体の責務についての

法規定について，患者の権利擁護とそのための医療従事者の権限と責務とい

う観点を含めて，法体系全体の見直しを行い，医療の基本法として医療法，
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医師法など医療関係法規の再編成を図ることが，喫緊の課題であり，医療の

基本法の法制化に向けた取り組みを緊急の課題として早急に進めることを

提言した。 

    「疾病を理由とする差別・偏見の克服」については，ハンセン病のみなら

ず，その他の疾病，とりわけ誤った認識に基づく差別被害を受けやすい疾病

についても，問題解決の方法の導入が喫緊の課題であり，国レベルでは，疾

病を理由とする差別偏見をなくすための独立した委員会，地方公共団体レベ

ルでは，実態の把握，当事者からの申立てを受理する機関・専門委員の設置

などに取り組むことを提言した（１０７頁）。 

第１１ ハンセン病家族訴訟判決 

１ ハンセン病家族訴訟に至る経緯 

ところで，２００１年（平成１３年）の熊本地裁違憲判決の原告は，強制

隔離の対象とされたハンセン病患者・元患者であり，その後，国が行った謝

罪・名誉回復，経済的支援，啓発活動等もハンセン病患者・元患者を対象と

するものであった。 

しかし，実際には，ハンセン病患者・元患者の家族らも，強制隔離政策に

よって，ハンセン病患者・元患者との家族関係を断絶させられ，一般社会内

で厳しい偏見差別を受ける地位に立たされ続けてきたにもかかわらず，国は，

家族は強制隔離政策の被害者ではないとして，何らの被害回復措置も講じて

こなかった。 

そのため，２０１７年（平成２９年）２月，３月，ハンセン病患者・元患

者の家族ら５６０名余が国家賠償請求訴訟を熊本地方裁判所に提起してい

た。 

 ２ ハンセン病家族訴訟判決 

２０１９年（令和元年）６月２８日，熊本地方裁判所は，ハンセン病患者・

元患者の家族らも「らい予防法」に基づく隔離政策の被害者と判断し，２０

０１年の熊本地裁違憲判決に至るまでの間，国（厚生労働省・文部科学省・

法務省）には偏見差別除去義務違反があり，家族らも家族関係断絶及び偏見・

差別を受ける地位に置かれたことにより憲法１３条の人格権等が侵害された

として，ハンセン病患者・元患者の家族らの国家賠償請求を認容する原告勝

訴判決を下したところ，政府は，２０１９年（令和元年）７月１２日，内閣

総理大臣談話を発表して，控訴を断念し，家族訴訟判決は確定した。 

 ３ ハンセン病家族訴訟判決後の動き 

その後，２０１９年（令和元年）１１月１５日，ハンセン病元患者家族に
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対する補償法が成立し，一定の補償金が支給されるとともに，「ハンセン病

問題の解決の促進に関する法律」が改正され，ハンセン病元患者の家族に対

しても被害回復措置を図るべきことが追加された。 

しかし，家族訴訟判決でも指摘されていたように，現在もなお社会内に残

存しているハンセン病に対する偏見・差別をどのように除去していくかが課

題であり，現在，国（厚生労働省・文部科学省・法務省）は，ハンセン病患

者・元患者及び家族に対する偏見・差別を除去するための施策について，改

めて検討を始めている（２０１９年（令和元年）７月１２日付け「ハンセン

病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」にお

いて「関係省庁が連携・協力し，患者・元患者やその家族がおかれていた境

遇を踏まえた人権啓発，人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組みま

す。」と述べられている。）。 

第１２ 菊池事件国賠訴訟判決 

 １ 菊池事件国賠訴訟に至る経緯 

１９５２年（昭和２７年）７月７日，熊本県菊池郡内で発生した殺人事件

（菊池事件）について，（菊池恵楓園への入所勧告を受けていた）被告人Ｆ

が殺人容疑で逮捕勾留・起訴され，菊池恵楓園及び菊池医療刑務支所内の隔

離法廷で刑事裁判を受け，１９５３年（昭和２８年）８月２９日，死刑判決

が下された。控訴・上告も棄却され，１９５７年（昭和３２年）８月２３日，

死刑判決は確定して，三度にわたり再審請求したが，１９６２年（昭和３７

年）９月１３日，第３次再審請求が棄却され，同月１４日，死刑が執行され

た。全国ハンセン病療養所入所者協議会（全療協），ハンセン病違憲国賠訴

訟全国原告団協議会（全原協）及び国立療養所菊池恵楓園入所者自治会の代

表者等は，２０１２年（平成２４年）１１月７日， 高検察庁に対し，菊池

事件の審理に憲法違反があり，また，無実である明らかな証拠があるとして，

菊池事件の確定判決に対して公益の代表者として検察官が再審請求するよう

要請した。 

他方，上記３団体は，２０１３年（平成２５年）１１月６日， 高裁判所

に対し，ハンセン病特別法廷の正当性について検証を要請したところ， 高

裁判所事務総局は，２０１６年（平成２８年）４月２５日，「ハンセン病を

理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」を公表し，ハンセン病を理由

とする開廷場所の指定について，遅くとも昭和３５年以降，裁判所法違反で

あったことを認めた。 

熊本地方検察庁は，上記３団体に対し，２０１７年（平成２９年）３月３
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１日，菊池事件について再審請求を行わない旨を回答した。 

かかる回答を受けて，２０１７年（平成２９年）８月２９日，上記３団体

の代表者等は，菊池事件におけるハンセン病隔離法廷は憲法違反であり，無

実である明らかな証拠もあるから，検察官が公益の代表者として再審請求義

務を負っており，再審請求権限を行使しないことは，ハンセン病病歴者全体

に対する関係で被害回復義務を怠ったものであるとして，熊本地方裁判所に

国家賠償請求訴訟（以下「菊池事件国賠訴訟」という。）を提起していた。 

 ２ 菊池事件国賠訴訟判決 

２０２０年（令和２年）２月２６日，熊本地方裁判所は，原告らの国家賠

償請求を棄却したが，「菊池事件の審理は，本件被告人がハンセン病患者で

あることを理由に合理性を欠く差別をしたものとして憲法１４条１項に違反

し，また，菊池事件における開廷場所指定及び審理を総体として見ると，ハ

ンセン病に対する偏見・差別に基づき本件被告人の人格権を侵害したものと

して，憲法１３条にも違反することが認められ，公開の原則を定めた憲法３

７条１項及び８２条１項に違反する疑いがある。」（判決骨子２～３頁）と

いう， 高裁報告書の判断を超える違憲判決を下した（原告らは控訴せずに

確定）。 

以下では，菊池事件国賠訴訟判決のうち重要な判断部分について，抜粋・

引用する（小見出しは，編著者による。）。 

（１）ハンセン病患者に対する強制隔離政策及び偏見・差別の状況 

   ハンセン病患者に対する隔離政策・無らい県運動による根強い偏見・差

別が現在も続いていることについて，以下のように判示している。 

「国の強制隔離政策及び無らい県運動を通じ，ハンセン病に対する偏見・

差別意識が社会内に広まったが，後記のとおり，上記の偏見・差別は，未

だ全面的に解消されたとはいえない状況である。」（判決書２０頁），「現

在においても，偏見・差別を恐れて自らや家族がハンセン病病歴者である

ことを周囲に隠している者がいるほか，ハンセン病病歴者であることを理

由に住居の賃借を断られるなどの差別を受けた者がいる。また，ハンセン

病療養所の入所者の遺骨は大半が引き取られていない。このように，ハン

セン病に対する偏見・差別は現在もなお残っており，未だ全面的に解消さ

れたとはいえない状況にある。」（判決書３４頁） 

 （２）菊池事件の審理の違憲性 

 菊池事件について検察官が再審請求権限不行使の違法性を判断するため

に，まず，菊池事件の審理の違法性・違憲性について，以下のように判示
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している。 

ア 憲法１４条１項違反（判決書３４～３８頁） 

（ア）裁判所法６９条２項違反 

ａ．開廷場所指定の要件 

 開廷場所指定の要件については，以下のとおり， 高裁報告書（４

２頁～４３頁）を引用している。 

「（ア）法廷は，裁判所が裁判の対審，判決等を公開で行う場所で

あるところ，裁判所法６９条１項は，そのような重要な職務を執行

する場所である法廷は，原則として裁判所庁舎の構内であるべきと

し，同条２項で，例外的に，必要と認めるときは，他の場所を開廷

場所として指定することができるとするものである。このような同

条の趣旨に照らせば，法廷を他の場所で開く必要がある場合とは，

風水害，火災等のため，その裁判所の庁舎内で法廷を開くことが事

実上できなくなった場合や，その裁判所の庁舎の使用は可能である

が，被告人が極めて長期間の療養を要する伝染性疾患の患者であっ

て，裁判所に出頭を求めて審理することが不可能ないし極めて不相

当な場合など真にやむを得ない場合に限られると解すべきである。」 

ｂ．菊池事件の開廷場所指定の違法性 

上記開廷場所指定の要件を踏まえて，菊池事件の開廷場所指定の

違法性について，具体的検討の有無・科学的知見との整合性の観点

から，以下のとおり，判断している。 

（ａ）具体的検討の欠如 

「（イ）以上の観点を踏まえ，菊池事件における開廷場所指定につ

いてみると，本件においては， 高裁判所が，具体的にどのような

検討を経て上申を認可するに至ったかは明らかでない。 

 もっとも，前記認定事実によれば，遅くとも昭和２２年以降，国

会等において，ハンセン病患者の裁判のため裁判所庁舎以外の場所

に臨時法廷を設置することの必要性が議論されていたほか，昭和２

３年２月１３日の 高裁判所裁判官会議において，ハンセン病患者

を被告人とする下級裁判所の刑事事件に関する開廷場所の指定に

ついては事務総局に処理させる旨の議決がなされており，そのよう

な状況は菊池事件の第一審及び控訴審の審理が行われた昭和２７

年から昭和２９年当時も同様であったこと，ハンセン病以外の病気

等を理由とする開廷場所指定の上申については上申６１件のうち
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９件が認可されたにすぎないのに対し，ハンセン病を理由とする開

廷場所指定の上申については上申９６件のうち９５件が認可され，

１件が撤回されて不指定とされた例はないことが認められる。 

 また， 高裁調査報告においては，ハンセン病を理由とする開廷

場所指定にあたり， 高裁判所事務総局が，当事者を裁判所に出廷

させることが不可能ないし極めて不相当といえる程度に感染のお

それが存するか否かといった点について，診断書以外の科学的知見

を具体的に検討した形跡はなく，下級裁判所にそのような検討を指

示した形跡もない旨が指摘されている。 

 そうすると，昭和２７年から昭和２９年当時， 高裁判所は，前

記（ア）のような観点を踏まえた具体的な検討をすることなく，当

事者がハンセン病に罹患しているとの事実のみから，定型的に開廷

場所の指定を行っていたと認められ，菊池事件についても同様であ

ったと認められる。 

 したがって，菊池事件における開廷場所の指定は，本件被告人に

裁判所へ出頭を求めて審理することが不可能ないし極めて不相当

な場合など真にやむを得ない場合に当たるかを具体的に検討する

ことなく行われたものであるから，当時のハンセン病に関する科学

的知見等を検討するまでもなく，裁判所法６９条２項に違反する。」 

（ｂ）科学的知見との整合性 

「（ウ）さらに，本件被告人の病状やハンセン病に関する科学的知

見を踏まえて検討しても，前記認定事実によれば，そもそも本件被

告人はハンセンに罹患していたのか，罹患していたとして病型や具

体的な症状も明らかでない。また，昭和２４年以降，プロミンが国

内の療養所で広く普及するようになり，ハンセン病について不治の

病であるとの観念はもはや妥当しなくなっていたこと，昭和２３年

の国際らい会議などで，プロミンと同じスルフォン剤であり経口投

与可能なＤＤＳの治療効果が発表され，国内でも昭和２８年頃から

使用されるようになったこと，これらのスルフォン剤による治療実

績が積み重ねられ，スルフォン剤の評価が確実なものとなってい

き，現実にも患者数が大きく減少していったことが認められる。そ

うすると，本件被告人の病状や，菊池事件について 初に開廷場所

指定がされた昭和２７年１０月当時のハンセン病に関する科学的

知見を踏まえて検討しても，本件被告人が極めて長期間の療養を要
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する伝染性疾患の患者であって，裁判所に出頭を求めて審理するこ

とが不可能ないし極めて不相当な場合など真にやむを得ない場合

に当たるとは認められない（なお，控訴審について開廷場所指定が

された昭和２８年１１月当時，らい予防法上，裁判手続に出頭する

場合に国立療養所から外出することも想定されていたと認められ

るから，この頃には，開廷場所指定の必要性はいっそう低下してい

たといえる。）。」 

ｃ．小括 

「したがって，菊池事件の審理が開始された昭和２７年当時，当事

者がハンセン病に罹患しているという事実のみから開廷場所指定を

行うことについて合理性はなく，菊池事件における開廷場所指定は

裁判所法６９条２項に違反するというべきである。」 

ｄ．判決評価 

  上記のように，開廷場所指定が定型的に行われ，具体的検討がな

されず，科学的知見に整合していなかったということは，菊池事件

のみならず，１９６０年（昭和３５年）以前のハンセン病隔離法廷

にも一般的に当てはまるだろう。 

   （イ）開廷場所指定及び審理の違憲性 

 上記のとおり開廷場所指定の違法性を認めた上で，さらに，菊池事

件の審理についての憲法判断に踏み込んでいる。 

「前記（イ）のとおり，ハンセン病を理由とする場合とそれ以外の病

気を理由とする場合とで開廷場所指定の上申に対する認可率が大きく

異なることや，ハンセン病患者の裁判に関する国会等の議論の状況及

び 高裁判所裁判官会議の議決に照らせば，前記の定型的かつ不合理

な取扱いは，ハンセン病患者に対してのみ行われていたと認められる。 

 したがって，菊池事件における開廷場所指定は，本件被告人がハン

セン病患者であることを理由として行われた合理性を欠く差別であ

り，憲法１４条１項に違反すると認められ，このような違憲・違法の

開廷場所指定に基づく行われた第一審及び控訴審の審理もまた，憲法

１４条１項に違反するというべきである。 

 また，第一審又は控訴審の審理において，本件非公認以外の関係者

は予防衣を着用し，裁判官及び検察官は，証拠物を扱う際，手にゴム

手袋をはめ，箸を用いるなどしたことが認められ，これは，ハンセン

病に感染することを恐れたことによるものと考えられるところ，当時
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のハンセン病に関する科学的知見に照らせば，この点も，本件被告人

がハンセン病であることを理由として行われた合理性を欠く差別であ

り，憲法１４条１項に違反する。」 

   （ウ）判決評価 

   高裁報告書では，遅くとも１９６０年（昭和３５年）以降，合理

性を欠く差別的な取扱いであったことが強く疑われるとして，裁判所

法違反を認めたが，憲法１４条１項違反について言及しなかった（も

っとも，今崎幸彦 高裁事務総長は， 高裁報告書の記者会見におい

て，平等原則違反の疑いを事実上認めていた（第７節第１の７（２）

参照）。）。 

他方，菊池事件国賠訴訟判決では，１９５２年（昭和２７年）から

１９５４年（昭和２９年）に行われた菊池事件の審理についても，合

理性を欠く差別であるとして裁判所法違反を認め，かつ，憲法１４条

１項違反であることをも認めた。これは， 高裁報告書を超える違憲

判断であり，評価できる。 

イ 憲法１３条違反（判決書４７頁） 

   （ア）判示内容 

「菊池事件における開廷場所指定及び審理を総体として見ると，ハン

セン病に対する偏見・差別に基づき本件被告人の人格権を侵害したも

のとして，憲法１３条にも違反することが認められ」る。 

（イ）判決評価 

 高裁報告書（５９頁）では，誤った開廷場所指定の誤った運用が，

「ハンセン病患者に対する偏見，差別を助長することにつながるもの

になったこと，さらには，当事者であるハンセン病患者の人格と尊厳

を傷つけるものであったこと」を認めて反省・謝罪したが，憲法１３

条違反について言及しなかった。 

他方，菊池事件国賠訴訟判決では，菊池事件における開廷場所指定

及び審理を総体として，ハンセン病に対する偏見・差別に基づき本件

被告人の人格権を侵害したものとして，憲法１３条違反を認めたこと

も， 高裁報告書を超える画期的な違憲判断であり，高く評価できる。 

ウ 憲法３７条１項・８２条１項違反（判決書３８～４７頁） 

  菊池事件国賠訴訟判決では，物件設備等の観点と一般国民の傍聴の観

点を区別して，以下のように，公開原則違反について，判示している。 

（ア）公開原則に基づく開廷場所の要件 
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「（ア）憲法８２条１項において裁判の対審及び判決を公開の法廷で

行うことが規定された趣旨は，裁判を一般に公開して裁判が公正に行

われることを制度として保障し，ひいては裁判に対する国民の信頼を

確保しようとすることにあり（ 高裁平成元年３月８日大法廷判決・

民集４３巻２号８９頁参照），同法３７条１項は，そのような公開の

法廷で公平かつ迅速な裁判を受けることについて，特に刑事被告人の

権利を明確にしたものである。 

 このような公開原則の趣旨や前記の裁判所法６９条の趣旨を踏まえ

ると，開廷場所は，傍聴人が入るのに十分な場所的余裕があり，開廷

の告示をするなどの方法により，その場所で訴訟手続が行われている

ことを一般国民が認識することが可能で，かつ，一般国民が傍聴のた

めに入室することが可能な場所であることが必要であり，その選定に

当たっては，訴訟手続が秩序正しく行われることが可能なだけの物的

設備を備え，かつ，公開の要請をも満たすことのできる開廷場所とし

てふさわしい場所であるかどうかについて，法廷が開かれる部屋の広

さ，具体的形状，物的設備の状況等を踏まえて検討されなければなら

ないというべきである。」 

（イ）物的設備等の観点 

 まず，法廷が開かれる部屋の大きさ，具体的形状，物的設備等の観

点からは，開廷場所指定の方法として「施設内のどの建物ないしどの

部屋を開廷場所として選定するのか具体的に特定する記載していな

い」という「指定の仕方自体，相当ではないというべきであるが，菊

池事件の審理が行われた法廷の具体的形状等については客観的な資料

が乏しい状況」にあり（判決書３９頁），「菊池恵楓園で開かれた法

廷について，物的設備の状況等を詳細に認定することは困難である」

（判決書４０頁）という理由から，開廷場所としてふさわしい場所で

なかったとは認められないとして，この点では，公開原則違反は認め

られなかった。 

（ウ）一般国民の傍聴の観点 

 他方，一般国民の傍聴の観点からは，具体的な傍聴可能性や告示の

相当性について，以下のとおり，詳細な検討を加えている。 

ａ．病院・療養所等での開廷について 

「（ウ）ハンセン病療養所である菊池恵楓園や刑事収容施設である

菊池医療刑務支所は，いずれもその場所で訴訟手続が行われること
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を広く国民が認識することが容易ではないという点で，裁判所庁舎

と比較すると，広く国民が傍聴するのに適した場所とはいえないも

のの，一般論として，被告人が長期間の療養を要する伝染性疾患の

患者である場合など，伝染予防の観点から，必ずしも国民の傍聴に

適した場所とはいえない病院や療養所等を開廷場所とすべき場合も

あり得るのであって，裁判所法６９条２項は，このような自体も許

容しているものと解される。」 

ｂ．開廷場所指定と公開原則との関係性 

「裁判所法６９条２項が必ずしも国民の傍聴に適した場所とはいえ

ない病院や療養所等を開廷場所とすることを許容しているのは，あ

くまでも同項に基づき適法な開廷場所指定がされることを前提とす

るものであり，裁判所外における開廷の必要性の問題と開廷場所に

おける裁判の公開の問題が別の事柄であるとしても，法廷は公開の

要請と密接不可分の関係にある。こうした点や，裁判所法６９条２

項が，法廷を原則として裁判所庁舎で開くこととした同条１項の例

外的規定であることからすると，裁判所庁舎に出頭を求めて審理す

ることが不可能ないし極めて不相当な場合など真にやむを得ない場

合であるという必要性の要件を満たさず，同条２項に違反する開廷

場所指定がされた場合には，原則に立ち返り，裁判所庁舎と同程度

に国民の傍聴に適した場所で開廷し，かつ，相当の告示が行われな

い限り，公開の要請を満たさないから，憲法３７条１項，８２条１

項違反の問題が生じると解するのが相当である。」 

ｃ．菊池恵楓園内で開廷場所の位置・告示方法 

「菊池恵楓園において菊池事件の審理が行われた場所のうち，慰安

所（旧公会堂）は患者地帯と職員地帯の境界線上に建てられており，

園外からの立ち入りが可能なエリアに接していたものの，自治会事

務所（園内事務支所）は患者地帯に建てられており，園外から許可

なく立ち入ることができない場所であったことが認められる。 

 また，前記のとおり，開廷場所指定文書には菊池恵楓園という施

設名が記載されるにとどまり，施設内のどの建物ないしどの部屋を

開廷場所として選定するのか具体的に特定する記載がされていなか

ったところ，菊池医療刑務支所がハンセン病患者の裁判を行うこと

も予定して臨時法廷を備える施設として開所したのに対し，菊池恵

楓園は，ハンセン病療養所であり，当初は裁判を行う場所として想
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定されていなかった上，広大な敷地に多数の建物を有し，昭和２７

年当時１５００名以上のハンセン病患者が入所していた大規模な施

設であったことが認められる。さらに，審理が行われた自治会事務

所（園内事務支所）及び慰安所（旧公会堂）周辺には開廷の告示が

されていなかったことが認められる。 

 そうすると，開廷の告示として開廷場所指定の文書と同程度の記

載しかされておらず，掲示場所も熊本地方裁判所の掲示場及び菊池

恵楓園の正門等にとどまっていた可能性が高く，そのような告示の

仕方は相当性を欠くのではないかという疑問が生ずる。」 

ｄ．当時の社会状況・国民一般の意識 

「そして，当時の社会状況も踏まえてさらに検討すると，前記（エ）

の疑問はより強まるものといわざるを得ない。 

 すなわち，前記のとおり，菊池恵楓園で審理が行われた昭和２７

年から昭和２８年当時は，国がハンセン病患者に対する強制隔離政

策を推進し，特に熊本県においては，昭和２６年に菊池恵楓園の増

床工事が完了して無らい県運動の機運が他の地域と比較しても高ま

っていた時期であり，国民は，このような国や自治体の施策を通じ，

ハンセン病が恐ろしい伝染病であるとの不安や恐怖心を強め，ハン

セン病患者に対する偏見・差別意識を強く持つようになり，そのよ

うな患者が入所するハンセン病療養所についても忌避すべき場所で

あると認識するようになったものである。 

 こうした状況において，国会等ではハンセン病患者の裁判のため

臨時法廷を設置すること必要性が議論され，その結果，昭和２８年

に菊池医療刑務支所が開庁したこと，昭和２３年の 高裁判所裁判

官会議により，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の上申につい

ては事務総局が定型的に処理することとされ，他の病気等を理由と

する場合と比較して極めて高い認可率であったことが認められる。」 

ｅ．総合評価 

「これらの事実を総合すると，ハンセン病を理由とする開廷場所指

定それ自体が，裁判の場においてハンセン病患者とそれ以外の者と

を接触させないことを目的とする点で国の強制隔離政策の一環とも

いうべき実態であったと考えられ， 高裁判所は，菊池事件につい

て開廷場所指定に当たり，上記のようなハンセン病患者やハンセン

病療養所に対する国民一般の意識を踏まえ，一般の傍聴希望者が来
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園することは現実には想定し難いことを認識した上で，開廷場所指

定を行っていた疑いがあり，開廷の告示を行った熊本地方裁判所に

おいても同様の疑いがある。そして，菊池事件のを含め，菊池恵楓

園で行われた裁判について，ハンセン病療養所の入所者，職員，家

族，厚生省職員及び報道関係者以外の一般国民が傍聴したことを示

す記録がないことも，このことを裏付けているように思われる。 

 そうすると，菊池事件について，少なくとも菊池恵楓園で行われ

た審理は，その場所で訴訟手続が行われていることを広く国民が認

識することが容易ではないというにとどまらず，当時の社会状況に

照らし，一般国民において訪問することが事実上不可能な場所を開

廷場所に指定し，一般国民の傍聴を拒否したに等しいとも考えられ

る。」 

ｆ．結論 

以上によれば，「少なくとも菊池恵楓園で行われた審理について

は，裁判所庁舎と同程度に国民の傍聴に適した場所で開廷したもの

ではなく，相当の告示も行われなかったものとして，憲法３７条１

項，８２条１項に違反する疑いがあるといわざるを得ない。」 

（エ）判決評価 

   高裁報告書（５３～５４頁）では，「一般国民が容易に訪問でき

るような場所ではないとはいえ，訪問が事実上不可能な場所であった

とまでは断じがたい。」「傍聴を希望する一般人の入構を拒否するな

ど，一般国民の傍聴を拒否したに等しいと認められるような事情は見

当たらない」として，公開原則違反を否定した。 

この点， 高裁報告書の有識者委員会意見（６頁）では「公開原則

については他の一般市民の裁判の場合と同程度に実質的に公開されて

いたといえるのかが問題である。ハンセン病療養所は，それ自体が激

しい隔離・差別の場であり，その内部での法廷も一般社会から隔絶さ

れた隔離・差別の場であったと言わざるを得ない。傍聴も在園者，家

族そして職員にとどまるものであったと思われる。そもそも，療養所

自体一般の人々の近づきがたい，許可なくして入りえない場所である

から，その中に設けられた法廷は，さらに近づきがたいものであった。

以上の観点から，憲法１４条１項の平等原則違反に反する療養所等ハ

ンセン病患者の隔離・収容の場で行われた裁判が，憲法３７条，８２

条１項の要請する公開原則を満たしていたかどうか，違憲の疑いは，
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なおぬぐいきれない」という意見を述べられ， 高裁報告書の見解に

異論を唱えていた。 

菊池事件国賠訴訟判決では，物的設備等の点について公開原則違反

を認めなかったが，一般国民の傍聴の点について，開廷場所指定では

国民の傍聴に適さない病院・療養所等での開廷も予定しているという

一般論を示しつつも，違法な（裁判所法違反の）開廷場所指定がなさ

れた場合は，裁判所庁舎と同程度に国民の傍聴に適した場所でなけれ

ばならず，かつ，相当の告示がなければ，公開原則違反の問題が生じ

るという要件を定立した上で，少なくとも菊池恵楓園内（旧自治会事

務所・旧公会堂）での開廷では，裁判所庁舎と同程度に国民の傍聴に

適した場所ではなく，相当の告示がなされたとは認められないと判断

し，実際，一般傍聴者が存在していた記録がなく，ハンセン病特別法

廷は強制隔離政策の一環であり，ハンセン病に対する偏見・差別によ

り，ハンセン病療養所は忌避すべき場所であったという当時の社会状

況や一般国民の意識等も踏まえて，公開原則違反の疑いを認めた。こ

れは，有識者委員会意見と同趣旨の判断であり， 高裁報告書よりも

詳細な検討に基づき， 高裁報告書を越える判断であり，評価に値す

る。 

エ 憲法３７条３項違反（判決書４４～４７頁） 

  また，菊池事件国賠訴訟判決では，憲法３７条３項違反（弁護人選任

権侵害）に関して，第一審と控訴審・上告審に分けて，以下のとおり，

判示している。 

（ア）一審弁護人・訴訟手続の違憲性 

菊池事件の第一審の弁護人の訴訟活動は，「殺人罪を全面的に争う

本件被告人の主張を無にするものであって，第一審の弁護人は，本件

被告人の利益のための実質的な弁護を何ら行っていないといわざるを

得ない。したがって，第一審の弁護人は，本件被告人の利益のために

訴訟活動を行うべき誠実義務に違反しており，本件被告人は，第一審

の審理について，実質的な意味で弁護人から弁護を受けられなかった

疑いがある。 

そして，第一審の熊本地方裁判所は，第３回公判において検察官か

ら請求された証拠については本件被告人にも意見を確認したことが認

められるものの，第２回公判における検察官請求証拠について本件被

告人の意見を確認した形跡はなく，弁護人に対し，現場検証への立会



127 
 

い，警察官の証人尋問における反対尋問，被告人質問及び弁論を積極

的に促した形跡もない。そうすると，裁判所は，弁護人の違法・違憲

の訴訟活動を放置して結審したものとして，その訴訟手続自体，本件

被告人の実質的な意味での弁護人選任権を侵害した疑いがある。」 

   （イ）控訴審・上告審も含めた総合評価 

しかし，「控訴審及び上告審においては，全患協の支援を受けて，

本件被告人自ら第一審の弁護人とは別の弁護人を複数選任し，弁護人

らにおいて，本件被告人の主張に沿う弁論をしたところ，その中で，

本件被告人がハンセン病患者であることを理由とする差別的取扱いを

受けたことにつき憲法３７条１項に違反するなどの指摘をしたほか，

弁護人の請求に基づく事実の取調べがされたことが認められ，第一審

とは異なり，本件被告人が実質的な弁護を受けたことが認められるか

ら，第一審の訴訟手続の瑕疵は一定程度治癒されたとみる余地もあり，

菊池事件の審理を全体としてみれば，本件被告人について，実質的な

意味での弁護人選任権が侵害されたといえるかは疑問がある。」 

（ウ）結論 

「したがって，菊池事件の審理が，憲法３７条３項に違反するとまで

は認め難い。」 

   （エ）判決評価 

      以上のとおり，控訴審・上告審も含めた菊池事件の審理を全体とし

てみた場合には，実質的な意味での弁護人選任権侵害については疑問

があるとしつつも，第一審の弁護人の訴訟活動及び裁判所の訴訟手続

について，実質的な意味での弁護人選任権侵害の疑いを認めた点は，

注目に値する。 

（３）再審事由（判決書４７～４９頁・判決要旨６～７頁） 

 上記（２）記載のように，菊池事件の審理について憲法違反があること

を認めた上で，手続の憲法違反（憲法的再審事由）と実体的再審事由に分

けて，菊池事件に係る再審事由該当性について，以下のとおり，判示して

いる。 

ア 手続の憲法違反（憲法的再審事由） 

「手続に憲法違反があることは刑事訴訟法４３５条所定の再審事由に掲

げられておらず」，「手続に憲法違反がある場合に再審により救済すべ

き場合があり得るとしても」，再審が確定判決の効力を失わせる非常特

別の手続であることからすると，「特定の事件について再審事由がある
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か否かは，当該憲法違反が有罪判決に影響を及ぼすか否かという観点か

ら慎重に検討されなければならないところ，菊池事件の審理が憲法１４

条１項に違反し，８２条１項に違反する疑いがあるとしても，これらの

憲法違反は直ちに刑事裁判における事実認定に影響を及ぼす手続違反と

いうことはできないから，これらの憲法違反があることのみから直ちに

再審事由があると認めることは認めることはできない。」 

イ 実体的再審事由 

「原告らは，本件被告人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠があるから，

刑事訴訟法４３５条６号の再審事由があると主張するところ，同号該当

事由があるか否かは，刑事裁判における事実認定の問題であり，本来，

刑事手続である再審請求審において，検察官及び弁護人が関与した上で

審理・判断されるべき事柄であるから，少なくとも再審が開始されてい

ない状況で，検察官及び弁護人が関与していない民事訴訟において先行

して判断することは相当でない。」 

ウ 結論 

したがって，「本件訴訟においては，菊池事件について，再審事由が

あると認めることは困難である。」 

エ 判決評価 

菊池事件国賠訴訟判決では，一般論として，手続の憲法違反が有罪判

決に影響を及ぼす場合については再審事由に該当する場合があり得ると

した点で，刑事訴訟法４３５条６号を拡張解釈する学説の立場を採用し

たと考えられ，現行法の下で，再審事由を広げた注目に値する判断と言

える。 

 （４）検察官の再審請求権限不行使の違法性（判決書４９～５８頁・判決要旨

７～９頁） 

   ア 判示内容 

菊池事件国賠訴訟判決では，検察官の再審請求権限不行使の違法性に

ついて，要旨，以下のとおり，判示した。 

   （ア）法律上保護される利益 

まず，前提として，検察官の再審請求権限は，直接的には有罪の言

い渡しを受けた者の被害回復を目的として行使されるべきものであっ

て，これを通じて国家及び社会の秩序維持という公益が図られること

になるものと解するのが相当であるから，菊池事件について有罪の言

い渡しを受けた者である本件被告人は，検察官の再審請求権限の行使
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により確定判決が是正されることについて，法律上保護される利益を

有すると判示した。 

   （イ）検察官の再審請求権限不行使の違法性判断基準 

そして，検察官の再審請求権限の行使には一定の裁量が認められ，

その権限を定めた法令の趣旨・目的，権限の性質等に照らし，その不

行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められると

きでない限り，その権限の不行使は，国家賠償法上の違法の評価は受

けないという判断基準を示した。 

   （ウ）本件における検察官の再審請求権限不行使の違法性 

まず，本件被告人との関係において，手続の憲法違反は再審事由と

掲記されておらず，そのような司法判断を示したものもないこと，検

察官の再審請求権限は二次的に機能することが予定されており，本件

では（死刑執行前に）本件被告人が三度に渡って再審請求をしていず

れも棄却されていること，再審請求権者である親族が存命しているこ

と等から，検察官の再審請求権限不行使は，本件被告人との関係にお

いて，許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認めることは

できないと判示した。 

また，原告らハンセン病病歴者との関係では，再審制度が有罪の言

い渡しを受けた者の被害回復を直接の目的として，再審請求権者を限

定していること，ハンセン病病歴者が家族同然の関係を築いた者らが

いることは認められるものの，原告らが本件被告人との間でそのよう

な（家族同然の）関係にあったとは認められないから，原告らが民法

７１１条類推適用により損害賠償請求できる地位にあるとは認められ

ないと判示した。 

イ 判決評価 

菊池事件国賠訴訟判決では，検察官の再審請求権限不行使の違法性は

認められなかったものの，一般論として，有罪判決を受けた被告人本人

は，法律上保護される利益を有しており，その権限の不行使が国家賠償

法上違法の評価を受ける場合があり得ることは注目に値する。 

 （５）まとめ 

以上のとおり，菊池事件国賠訴訟判決は，特に菊池事件の審理の違憲性

を認めた点で評価できる。 
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第３節 医学的知見 

 

第１ ハンセン病とその症状 

 １ ハンセン病とは 

   ハンセン病とは，抗酸菌の一種であるらい菌によって引き起こされ，長い年

月にわたる不顕性感染の後に発症する慢性細菌感染症である。 

 ２ ハンセン病の症状 

ハンセン病の症状としては，らい菌が末梢神経を冒すために，知覚麻痺とそ

の二次的障害としての火傷等が初発症状として起こる。また，ハンセン病特有

の鮮紅色の斑紋や異様な結節，それが陳久化すれば黄褐色となり平坦化し瘢痕

化する皮膚所見あるいは特異な神経肥厚などが起こるが，その病状は人により

千差万別で定型的ではない。 

皮膚症状によって， 

らい腫型（Ｌ型）：多様な皮疹が特徴的で，その他眉毛脱落，頭髪脱毛，鞍

鼻欠損，耳介の耳垂腫などが見られる。 

類結核型（Ｔ型）：紅斑，暗褐色隆起斑，板状斑などであり境界明瞭。 

未定型群型（Ｉ型）：非隆起性斑紋で，知覚障害を伴う。 

境界群（Ｂ型）：Ｔ型に近いものからＬ型とほとんど同じものまで。 

  の四群に分けられる。 

   末梢神経が冒され，①皮膚知覚障害，特に知覚麻痺，②末梢神経肥厚，③運

動障害，④自律神経障害などが起こる。その他，兎眼，角膜潰瘍，口蓋麻痺，

小口症や耳垂れが著しく腫大したり，顔面が獅子面を呈してくるなど，病勢が

進むと素人目にも病者とわかるようになる（大谷藤郎「らい予防法廃止の歴史」

１２頁参照）。 

第２ 感染・発症 

１ 国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ「ハンセン病（医療者

関係者向け１）」によれば，ハンセン病の感染，発症は，以下のとおりである。 

ハンセン病は感染し発病することは稀である。感染源は，らい菌が多く証明

される未治療患者で，感染経路は飛沫感染といわれている。感染時期は免疫系

が十分に機能していない乳幼児期で，その期間の濃厚で頻回の感染以外ほとん

ど発病につながらない。小児期以後の人が感染しても現在の日本では発症する

ことはまずない。また，感染から発病までには生体の免疫能，菌量，環境要因

（栄養状態，衛生状態，経済状態など）など種々の要因が関与するため長期間

（数年～１０数年～数１０年）を要する。 
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２ 熊本地裁違憲判決は，ハンセン病の感染・発症について，「一 ハンセン病

の医学的知見の概略」の「２ ハンセン病の感染・発病」で，「らい菌の毒力

は極めて弱く，ほとんどの人に対して病原性を持たないため，人の体内にらい

菌が侵入して感染しても，発病することは極めてまれである。」と認定してい

る。 

３ 当連合会が開催した勉強会での和泉眞蔵医師の発言によれば，以下のとおり

である。 

ハンセン病患者は発症後入所まで平均して４年を要しているが，社会でハン

セン病の発症が拡大しておらず，らい菌の感染から発症にいたる割合は，戦前

のハンセン病患者の割合でみれば人口１０万人に０．９人である。 

疫学的にみればハンセン病患者を中心にハンセン病が拡大した事実はなく，

裁判所での接触程度でハンセン病が発症（発病）に至ることはありえない。 

第３ 治療 

１９４３年（昭和１８年）にスルフォン剤の一つであるプロミンの有効性が

アメリカで証明された。プロミンは静脈注射薬であったため，毎日あるいは隔

日に通院できる患者でない場合には長期の入院も必要とされた。１９５０年代

前半からは，プロミンを精製したダプソンが開発され，その経口投与に切り替

えられた。更には，１９６０年代に世界保健機関（ＷＨＯ）はリファンピシン

やクロファジミンなどの抗菌剤を組み合わせた多剤併用療法の臨床試験を開始

し，１９８０年代初めには多剤併用療法を確立し，１９９０年代に急速に世界

に普及させた。 

多剤併用療法は，もともとダプソンに対する耐性菌の出現を防止する目的で

開発されたが，その効果は予想より優れ，再発率の低さ，らい反応の軽さ，服

薬期間が６ヶ月または１２ヶ月と短くても治癒に導けることなどが明らかにな

って，ハンセン病は治せる病気となった。 

第４ 現在のハンセン病 

   現在の日本では，ハンセン病に感染し発症することは極めて稀であり，仮に

発症しても多剤併用療法により外来治療で完治する。免疫力の回復によって自

然治癒する症例や，進行が停止する症例も少なくない。 

   ハンセン病は，不治の病でも周りの人にうつる病気でもなく，ハンセン病の

啓発活動では，まず，この現状を国民に正しく伝えるものであることが必要で

ある。 
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第４節 違憲性 

 

第１ 平等原則 

１ 裁判所法の定め 

既述のとおり（第２節・第５），裁判の開廷場所は，原則として裁判所と定め

られ（裁判所法６９条１項），例外として， 高裁判所が必要と認めるときは，

他の場所で法廷を開くことができ（同条２項），裁判所外の開廷場所指定の手続

は，担当下級審からの上申により， 高裁判所の司法行政権の行使として，裁判

官会議の議によるべきものとされている（裁判所法１２条１項）。 

２ 高裁報告書 

高裁報告書によれば，１９４８年（昭和２３年）１月から１９７２年（昭和

４７年）２月までの間にハンセン病を理由としてなされた裁判所外の開廷場所指

定を求める上申は，撤回された１件を除き９５件全てが認可され，不指定とされ

た事例はない。他方，ハンセン病以外の病気及び老衰を理由とする上申は，１９

４８年（昭和２３年）４月から１９９０年（平成２年）１２月までの間に６１件

あったが，認可されたものは９件に留まっている（認可率１５パーセント）。 

その上，ハンセン病患者については，他の疾患の場合と異なり，１９４８年（昭

和２３年）２月１３日の議決以降は，裁判官会議での審議も省略し，当事者がハ

ンセン病に罹患していることが確認できれば，機械的・定型的に，ハンセン病療

養所や刑事収容施設に設置した隔離法廷で裁判が行われた。 

このようなハンセン病を理由とする開廷場所指定の運用について， 高裁報告

書は，遅くとも１９６０年（昭和３５年）以降は，合理性を欠く差別的取扱いで

あったことが強く疑われ，裁判所法に違反するもので，一般社会の偏見・差別の

助長につながり，ハンセン病患者の人格と尊厳を傷つけたとして，反省し，謝罪

した。 

そして， 高裁報告書の公表時に行われた記者会見において，今崎幸彦事務総

長は，憲法が定める平等原則に違反していた疑いがあることを事実上認めた。 

 ３ 平等原則違反 

 （１）しかしながら，隔離法廷の問題は，裁判所法違反の問題に留まるものではな

く，憲法の定める平等原則に関わる問題である。 

憲法１４条１項は，平等原則を定めるところ，人種，信条，性別，社会的身

分又は門地を理由とした異なる取扱いは，厳格な審査基準により，その取扱い

をする目的が必要不可欠であり，当該目的を達成するための手段として実質的

関連性を有する場合にのみ，許容されると解される。 
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そして，ハンセン病を理由として，機械的・定型的に隔離法廷を指定するこ

とは，ハンセン病患者の意思によっては変えることができない病気の罹患を理

由とする取扱いであり，社会的身分，すなわち「人が社会において占める継続

的な地位」（昭和３９年５月２７日 高裁判決・民集１８巻４号６７６頁），

「後天的に人の占める社会的地位にして一定の社会的評価を伴うもの」に該当

し，たとえ「出生によって決定され，人の意思で変えられない社会的地位」と

いう解釈であっても，ハンセン病患者は，それに準じると解されるから，上記

の厳格な審査基準により，当該取扱いを判断すべきである。 

（２）ハンセン病患者に関する隔離法廷の指定は，ハンセン病が伝染性の疾患であ

るという医学的知見を前提として，ハンセン病患者について一般の法廷で審理

することによって生じ得る公衆衛生上の危険を防止するための取扱いであっ

たと考えられる。 

しかしながら，ハンセン病患者から感染し発症することがまれであること

は，戦前から政府・専門家においても十分認識されていた医学的知見であった。 

１８９７年（明治３０年）の第１回国際らい会議において限定的な隔離が医

学的に正しいハンセン病対策として承認され，以後の国際らい会議等でも繰り

返し全患者の隔離は必要ないことが承認されているとおり（詳細は第２節・第

２参照），国際的には，ハンセン病患者であることだけを理由として隔離を必

要とする考え方は採られておらず，我が国の絶対隔離絶滅政策は，特異なもの

であった。 

そして，１９４３年（昭和１８年）にはアメリカ合衆国公衆衛生学会誌にお

いてプロミンの効果が発表され，１９５２年（昭和２７年）にはＷＨＯにおい

て隔離政策見直しの提言がなされ，１９５３年（昭和２８年）の第６回国際ら

い会議では，感染のおそれのない患者を終生隔離することを認めず，各国にお

ける法改正が求められ，１９５８年の第７回国際らい会議（東京）では「法に

よる患者の強制隔離は，ハンセン病予防において意味がない。（略）無差別の

強制隔離は時代錯誤であり，廃止されなければならない」という委員会報告が

なされた。 

このようにハンセン病患者を一律に隔離する必要がないことは，戦前から認

識されていた知見であり，ましてや裁判の過程における接触程度で患者から感

染して発症することは考えられない。しかも戦前からハンセン病患者は自然減

少しており，戦後間もなく特効薬も登場して治癒する病気ともなっていた。 

 また，ハンセン病患者について隔離法廷が実施されてきた原因として，ハン

セン病に対する強い偏見・差別があることは，「第７節 原因分析」で詳述す
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るとおりである。我が国で長年にわたり実施されていた絶対隔離絶滅政策の影

響により，国民の中には，ハンセン病，ハンセン病患者及びその家族に対する

強い偏見・差別が根付いており，ハンセン病患者を隔離することが，偏見・差

別によるものであるという問題意識を持つことさえもない状況が続いていた。

その結果，２５年もの間，ハンセン病患者であることを理由として隔離法廷を

開廷することの問題や違憲性について是正が図られず，隔離法廷の開廷が繰り

返されてきた。隔離法廷は，ハンセン病に対する偏見・差別の表れと言っても

過言ではない。 

以上のとおり，ハンセン病を理由として，機械的・定型的に隔離法廷を指定

することについて，必要不可欠な目的を認めることも，手段としての実質的関

連性を認めることもできない。 

隔離法廷問題は，ハンセン病患者に対する合理的理由を欠く差別そのもので

あり，憲法１４条１項に違反している。 

（３）なお， 高裁報告書が，「遅くとも昭和３５年（１９６０年）以降」とい

う時期を指摘する根拠は，熊本地裁違憲判決が，「遅くとも昭和３５年（１

９６０年）には隔離政策の違憲性が明白になっていた」と判示している点に

ある。 

しかし，熊本地裁違憲判決が述べるのは，行政政策の国家賠償責任を認める

上での違憲性の判断基準であり，裁判を隔離法廷で実施することが認められる

か否かの基準となるものではない。 

 前述のとおり，１９６０年（昭和３５年）以降に限らず，ハンセン病患者か

ら感染し発症することがまれであることは，戦前から認識されていた医学的知

見である。 

したがって，基本的人権を保障した日本国憲法施行当初から，ハンセン病患

者の憲法上の基本的人権を制限して隔離法廷を実施しなければならない必要

性・理由はおよそなかったというべきである。 

この点，熊本地裁違憲判決も，１９５３年（昭和２８年）のらい予防法（新

法）制定当初から，同法がハンセン病予防上の必要性を越えて過度の人権制限

を課すものであったと判示している。 

  ４ 菊池事件国賠訴訟判決 

また，前記（第２節第１２（２）ア）で詳述したとおり，菊池事件国賠

訴訟判決（確定）でも，開廷場所指定について，真にやむを得ない場合で

あるかを具体的に検討することなく定型的に行われ，当時のハンセン病に

関する科学的知見に照らしても合理性がないから裁判所法６９条２項違反
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であり，定型的かつ不合理な取扱いはハンセン病患者に対してのみ行われ

たことから憲法１４条１項違反であり，このような違法・違憲の開廷場所

指定に基づき行われた第一審及び控訴審の審理はハンセン病患者であるこ

とを理由とする合理性のない差別として憲法１４条１項に違反するうえ，

本件被告人以外の関係者は予防衣を着用し，裁判官及び検察官は，証拠物

を扱う際，手にゴム手袋をはめ，箸を用いるなどしたことも，当時のハン

セン病に関する科学的知見に照らせば，ハンセン病患者であることを理由

として行われた合理性を欠く差別であると判示した（判決書３４～３８

頁・判決要旨３頁）。 

このように，菊池事件国賠訴訟では，憲法１４条１項（平等原則）違反を

明確に認めている。 

第２ 個人の尊厳 

 １ 隔離法廷自体による個人の尊厳侵害 

また，ハンセン病患者に対する偏見・差別に基づいた隔離法廷は，ハンセン病

患者らの個人の尊厳（憲法１３条）を侵害するものである。 

隔離法廷の設置・運用経緯（第２節・第４）で述べたとおり，絶対隔離絶滅政

策の下，ハンセン病患者を療養所に隔離する政策が推し進められていた結果，ハ

ンセン病患者が刑法に違反した場合でも，通常の留置や拘置ができず，国家は，

事実上放任せざるを得ない事態が生じていた。その一方で，療養所内では，懲戒

検束権に基づいて監禁や減食等の処罰がなされていた。しかしながら，裁判手続

によらない懲戒検束権規定は違憲の疑いがある上，療養所の監禁が行われていた

栗生楽生園の「重監房」では，ハンセン病患者に対する虐待・虐殺と言い得る非

人道的な処罰も繰り返されていた。このことが１９４７年（昭和２２年）に社会

問題化し，重監房の廃止に繋がったが，同時に，療養所内での懲罰に代わって，

ハンセン病患者についても違法行為があった場合は，刑事裁判を行い，刑罰に処

すという方針が決定され，ハンセン病患者専用の刑務所を開設するなどの施策が

採られるに至った。 

このように全てのハンセン病患者を隔離する絶対隔離絶滅政策の下，ハンセン

病患者専用の刑務所を開設することが定められ，その刑事処罰の前提として隔離

法廷を開廷し，ハンセン病患者に対する刑事裁判が行われるようになったのであ

る。 

隔離法廷は，ハンセン病患者に対する不当な偏見・差別に基づく絶対隔離絶滅

政策が刑事裁判手続の場面で表れたものであり，隔離法廷を開廷すること自体

が，ハンセン病患者に対する偏見・差別そのものであり，ハンセン病患者の尊厳
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を著しく侵害するものであった。 

そして，ハンセン病患者の刑事裁判のみを機械的・定型的に隔離法廷で実施し

続けたことは，ハンセン病患者に対する不当な偏見・差別をますます助長させる

ものであった。 

２ 隔離法廷の審理態様による個人の尊厳侵害 

隔離法廷における審理の態様もハンセン病患者の個人の尊厳を侵害するもの

であった。 

隔離法廷の審理の態様については，残された記録から把握できる範囲に留まる

という限界があるが，１９５２年（昭和２７年），熊本県で発生した殺人事件（菊

池事件）では，ハンセン病患者とされた菊池恵楓園入所者が被疑者として逮捕さ

れ，菊池恵楓園及び菊池医療刑務支所に設置されたハンセン病隔離法廷で裁判が

行われた。法廷には消毒液の臭いが立ちこめ，裁判官・検察官・弁護人はいずれ

も予防衣と呼ばれる白衣を着用し，長靴を履き，手袋を付けた上で調書や証拠物

を火箸等で扱うという極めて屈辱的で非人間的な扱いがなされたことが確認さ

れている。明らかに個人としての尊厳を害する行為である（第２節第６参照）。 

菊池事件に限らず，隔離法廷で同様の取扱いをしていたことは，１９５３年（昭

和２８年）に開庁したハンセン病患者専用の（未決・既決の）刑事収容施設「熊

本刑務所菊池医療刑務支所」で，厳重な防毒・消毒が行われていたことからも容

易に推認できる。同刑務支所では，職員等が門衛所から戒護区域（有毒地帯）に

入るためには，更衣室に入り，ロッカーの防毒衣（帽子・作業衣・予防衣・マス

ク・手袋・長靴）を着用する必要があり，逆に内部から外部に出る場合は，消毒

池で履いていたゴム長靴を消毒洗浄し，更衣室で防毒衣を脱ぎ，手指の消毒洗面

を済ませる必要があり，簡単な書類や物品は更衣室に備えてある箱形フォルマリ

ン消毒器を使用することとなっていた（「菊池医療刑務支所の特殊性について」

『矯正医学会誌』第４巻第２号，１９５５年（昭和３０年））。このように職員

が出入りする際は防毒衣を着用し，消毒をしていたことは，隔離法廷で刑事弁護

人を務めた弁護士の回顧録にも記されている（第２節第７の５(1)参照）。 

このようにハンセン病患者と接する際には，ハンセン病患者を有毒なものと見

て，厳重な防毒・消毒が行われており，隔離法廷の審理においても，同様の防毒・

消毒が行われていたことが推認される。 

 ３ 菊池事件国賠訴訟判決 

前述（第２節第１２（２）イ）したとおり，菊池事件国賠訴訟判決（確定）

でも，憲法１３条違反（人格権侵害）について，菊池事件における開廷場所

指定及び審理を総体として見ると，ハンセン病に対する偏見・差別に基づき
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本件被告人の人格権を侵害したものとして，憲法１３条にも違反する」と判

示している。 

第３ 公開原則 

１ 公開原則の趣旨・重要性 

憲法３２条は，「何人も，裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」

と定めている。そして，憲法８２条１項は，「裁判の対審及び判決は，公開法廷

でこれを行ふ。」と定めており，非公開法廷での対審は，裁判官全員の一致があ

る場合などの例外的場合に限られている（憲法８２条２項）。さらに，憲法３７

条１項は，刑事被告人に対し，「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」

を保障している。 

このように憲法上裁判の公開原則が定められた趣旨は，裁判における適正手続

を保障し，裁判の公正を確保することにある。 

公開原則は戦前の大日本帝国憲法でも定められていたが，「但シ安寧秩序又ハ

風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ

停ムルコトヲ得」（大日本帝国憲法５９条）と定められ，治安維持法の刑事裁判

などでは非公開法廷における裁判が容易に認められてしまっていた。これに対

し，日本国憲法では，裁判官全員の一致がある場合を除き，公開法廷で裁判をす

ることが厳格に求められており，特に国民の権利が問題になっている事件等の対

審は常に公開されなければならない。 

高裁判決（昭和３３年２月１７日大法廷判決・刑集１２巻２号２５３頁）は，

「憲法が裁判の対審および判決を公開法廷で行うことを規定しているのは，手続

を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならな

い」と判示しており，公開原則は，裁判における適正手続や裁判の公正を保障す

るための重要な原則である。 

そして，特に刑事被告人については，その基本的人権を擁護し，適正な刑事裁

判を実現するため，憲法８２条１項に重ねて憲法３７条１項で公開裁判について

規定し，刑事被告人の基本的人権として，公開の法廷で刑事裁判を受ける権利が

保障されている。密室の中での裁判は冤罪に繋がり得るところであり，公開原則

は，冤罪防止等，刑事被告人の権利・利益を保障するためにも重要である。 

このような公開原則について，東京地裁昭和６２年２月１２日判決は，「憲法

８２条に規定された裁判の公開とは，」「裁判の対審及び判決については，不特

定かつ相当数の者が自由に裁判を傍聴し得る状態において行わなければならな

い旨をその内容とする」と判示する。 

 ２ 隔離法廷の公開原則違反 
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裁判所法６９条２項により隔離法廷の開廷が決定されたとしても，裁判を非公

開とすることができる憲法上の要件を満たしているわけではないのであるから，

当然のことながら，たとえ隔離法廷であっても前述した公開原則を満たす公開法

廷で審理及び判決がなされなければならない。 

高裁報告書は，その場所で訴訟手続が行われていることを一般国民が認識可

能で，傍聴のために入室可能な場所であれば，憲法上の公開原則を満たすとし，

ハンセン病療養所・刑事収容施設では，裁判所の掲示場及び開廷場所の正門等に

告示していたことが推認され，傍聴者がいた事例もあり，傍聴を拒否したに等し

い事情は見当たらないとして，公開原則に反しないと結論付けた（ 高裁報告書

５２頁～５４頁）。 

たしかに，隔離法廷に関する資料の中には，隔離法廷の実施に当たって，裁判

所の掲示場や開廷場所の正門等に法廷を開廷する旨の告示を行うように依頼す

る文書が存在したり，開廷場所での傍聴に関する配慮等がなされていたことが記

されているもの，一定数の傍聴者がいたと記されているものもある。 

しかしながら，形式的・手続的には公開原則に則した対応が採られていたとし

ても，実質的に見れば，隔離法廷は，憲法上定められた裁判の公開原則を満たし

ていたとは到底言えない。 

そもそも，裁判の公開は，裁判の公正を確保するために必要不可欠な近代憲法

上の基本原則であり，裁判に対する国民の信頼を確保し，一般市民による裁判の

自由な傍聴を通して裁判の適正を監視し，それによって公平な裁判を保障する意

義があり，直接的な民主的基盤を有しない司法権の正当性を基礎付けるものであ

る。特に戦前の日本では「密室裁判」による恣意的な刑事手続が行われた歴史的

反省に基づき，刑事裁判については，憲法８２条１項に重ねて憲法３７条１項で

全ての刑事被告人の公開裁判を受ける権利が保障されている。  

このような裁判の公開原則の重要な意義を踏まえると，公開原則が充足されて

いるといえるかどうかは，単に形式的に判断することでは足りず，実質的に見て

裁判の公開がなされていたと言えるかどうかという観点から判断しなければな

らない。 

我が国では，ハンセン病について，戦前・戦後を通じて長年にわたり，絶対隔

離絶滅政策，無らい県運動が推し進められていた。その結果，ハンセン病の発症

による病態に対する恐れだけに留まらず，ハンセン病を発症すると療養所に強制

的に隔離され，社会から断絶されることへの恐怖や，ハンセン病を発症すると自

らの家族までもが社会からの偏見・差別にさらされるといった恐怖が蔓延し，ハ

ンセン病やその患者及び家族を嫌悪し，忌避する偏見・差別が一般社会に蔓延し
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ていた。隔離法廷は，このような偏見・差別を背景として開廷されたことに着目

しなければならならない。 

隔離法廷は，ハンセン病患者に対する強い偏見・差別に基づいてなされていた

絶対隔離絶滅政策が刑事裁判の場面でも貫徹されたものであり，他の国民から遮

断された場所で刑事裁判を実施するために開廷されている。隔離法廷の開催場所

として指定されたハンセン病療養所等は，通常，不特定かつ相当数の一般国民が

訪れる場所ではなく，むしろハンセン病患者に対する強い偏見・差別やハンセン

病の感染力に対する誤った認識の下，訪問を避ける場所であった。 

隔離法廷に関する記録には，傍聴者がいたと記されているものもあるところ，

たとえ傍聴者がいたとしても，その多くは被告人の親族やハンセン病療養所の入

所者等であったと考えられ，不特定かつ相当数の一般国民までもが傍聴していた

とは考えられない。 

以上のとおり，隔離法廷は，たとえ形式的・手続的には公開原則に則した告示

等がなされていたとしても，また，傍聴者がいた事例があるとしても，不特定か

つ相当数の一般国民が自由に傍聴できる裁判であったと言うことはできず，実質

的には公開原則に反するものであったと言うほかない。 

高裁報告書は，「仮に，一般国民が訪問することが事実上不可能な場所であ

って，その場所を開廷場所に指定することが一般国民の傍聴を拒否したに等しい

と認められるような事情が存在すれば（略）憲法の定める公開原則違反に当たる

とする懸念も否定し難い。」と指摘する（ 高裁報告書５３頁）。療養所等を開

廷場所に指定することは，まさに一般国民の傍聴を拒否したに等しいと認められ

る場合に当たり，公開原則違反に当たるのである。 

３ 隔離法廷の具体的状況 

隔離法廷が実施された法廷の設備等や療養所等の隔離施設であるという性質

に照らしても，不特定かつ相当数の一般国民が自由に傍聴できるようなものでは

なかったことが分かる。 

例えば，ハンセン病患者専用の収用施設として設置された菊池医療刑務支所内

の法廷では，ハンセン病隔離法廷の全認可件数の３割弱に当たる２６件が開廷さ

れている。 

この菊池医療刑務支所は，高さ約４メートルを超える塀に囲まれており，容易

には内外を行き来することができないように厳重に警備されていた（第３部「国

立ハンセン病療養所菊池恵楓園視察報告書」の「第１ 菊池恵楓園・園内視察」

の「１ 社会交流会館（歴史資料館）」写真⑭や「２ 菊池医療刑務支所跡」写

真①～⑤）。 
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このように厳重に外部から遮断された菊池医療刑務支所の一角に，隔離法廷を

開廷するための接見所兼特別法廷があった。接見所兼特別法廷の出入口は，外壁

の一角に設けられた幅約１メートル程度の扉である。隔離法廷の開廷時には，こ

の扉が開かれていたようであるが，高さ４メートルを超える外壁のうちの一部に

過ぎないわずかな幅の扉が開けられていたことをもって，不特定かつ相当数の一

般国民が自由に傍聴できる状況であったなどとは到底言えない。 

その上，菊池医療刑務支所の門衛所と戒護区域（有毒地帯）の出入りに際して，

厳重な防毒・消毒作業が行われていたことは，前記（第２の２）のとおりである。

門衛所は，接見所兼特別法廷と近接した位置にあり，このように間近い場所にあ

る門衛所からの出入りについて，厳重な防毒・消毒作業が実施されているのに，

単に接見所兼特別法廷の外扉を開放していたとしても，そこから内部に出入りす

ることは通常考えられないことであり，一般国民による自由な傍聴が可能であっ

たとは到底言えない。 

４ 小括 

高裁「有識者委員会意見」（６頁）も，「公開原則については他の一般市民

の裁判の場合と同程度に実質的に公開されていたといえるのかが問題である。ハ

ンセン病療養所は，それ自体が激しい隔離・差別の場であり，その内部での法廷

も一般社会から隔絶された隔離・差別の場であったと言わざるを得ない。」と指

摘するところである。 

一般社会から隔離され隔絶されたハンセン病療養所等において開廷された隔

離法廷は，そもそも一般国民が近づくことが想定されていない場所であり，その

ような場所で開廷された隔離法廷は，裁判の公開原則を満たしておらず，憲法８

２条１項，３７条１項に違反するものであったと言うほかない。 

 ５ 菊池事件国賠訴訟判決 

   前記（第２節第１２（２）ウ）で詳述したとおり，菊池事件国賠訴訟判決（確

定）では，憲法３７条１項・８２条１項（公開原則）違反について，一般国民の

傍聴の観点から，要旨，以下のとおり，判示している（判決書３８～４７頁・判

決要旨３～６頁）。 

すなわち，菊池恵楓園において菊池事件の審理が行われた場所のうち，慰安所

（旧公会堂）は患者地帯と職員地帯の境界線上に建てられており，園外からの立

入りが可能なエリアに接していたものの，自治会事務所（園内事務支所）は患者

地帯に建てられており，園外から許可無く立ち入ることができない場所であった

こと，菊池恵楓園は，ハンセン病療養所であり，当初は裁判を行う場所として想

定されていなかった上，広大な敷地に多数の建物を有し，昭和２７年当時１５０
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０名以上のハンセン病患者が入所していた大規模な施設であったこと，審理が行

われた自治会事務所（園内事務支所）及び慰安所（旧公会堂）周辺には開廷の告

示がされていなかったことが認められ，告示の相当性を欠くのではないかとの疑

問が生じること，また，菊池恵楓園で審理が行われた昭和２７年から昭和２８年

当時は，国がハンセン病患者に対する強制隔離政策を推進し，特に熊本県におい

ては，昭和２６年に菊池恵楓園の増床工事が完了して無らい県運動の機運が他の

地域と比較しても高まっていた時期であるなど，当時の社会状況を考慮すると，

ハンセン病を理由とする開廷場所指定それ自体が，裁判の場においてハンセン病

患者とそれ以外の者とを接触させないことを目的とする点で国の強制隔離政策

の一環ともいうべき実態であったといえ，少なくとも菊池恵楓園で行われた審理

は，その場所で訴訟手続が行われていることを広く国民が認識することが容易で

はないというにとどまらず，当時の社会状況に照らし，一般国民において訪問す

ることが事実上不可能な場所を開廷場所に指定し，一般国民の傍聴を拒否したに

等しいとも考えられる，という理由から，少なくとも菊池恵楓園で行われた審理

（第一審の第１回公判から第４回公判まで）については，憲法３７条１項，８２

条１項に違反する疑いがあると判示した。 

このように，菊池恵楓園内（旧自治会事務所・旧公会堂）で行われた菊池事件

の審理について，公開原則違反の疑いを認めたことは，安易に 高裁報告書の判

断に従うことなく，本調査報告書の指摘している公開原則に関する問題点を踏ま

えた内容と言える。 

第４ まとめ 

以上のとおり，隔離法廷は，平等原則に違反し，個人の尊厳を侵害し，更には，

公開原則にも違反するものであり，憲法に違反する重大な人権侵害である。 

そして，司法の場においてもこのような隔離法廷が実施されたことが，ハンセ

ン病患者に対する偏見・差別を助長したと言わざるを得ない。 
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第５節 司法の責任 

 

第１ 裁判所 

 １ 国際会議・医学的知見 

ハンセン病に関する国際会議・医学的知見は，既に述べたとおり，伝染説承

認当時から，伝染性が微弱であることが確認されていた。そして，世界的には，

絶対隔離絶滅政策は採用されず，施設隔離を限定することが提唱され，隔離を

認める場合でも，患者への人道的な配慮の確保が提唱されていた。特効薬が登

場した戦後は，外来治療の重要性が強調され，施設隔離は更に限定化されてい

き，ローマ会議（１９５６年）以降は，差別法の廃止が繰り返し提唱されてい

た。日本においても，ハンセン病が感染し発病に至るおそれが極めて低い病気

であることは，戦前の「癩予防ニ関スル件」制定当時から一貫して医学的に認

められてきた。 

このような戦前・戦後の国際的な動向や我が国の医学的知見は，我が国でハ

ンセン病とされた当事者の裁判をどのように実施するかについても重要な指針

となる。 

 ２ 裁判所の責任 

上述のような戦前・戦後の国際的な動向や我が国の医学的知見に照らせば，

戦後，基本的人権を保障した日本国憲法が施行された当初から，ハンセン病患

者を他の感染症患者と区別した特別な取扱いをする必要性，理由は全くなく，

ハンセン病患者の基本的人権の侵害と言うべきである。ところが，裁判所は，

１９４８年（昭和２３年）から１９７２年（昭和４７年）までの２５年間にわ

たり，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の上申を機械的・定型的に認可し

て，平等原則違反，個人の尊厳の侵害，公開原則違反の違憲による裁判を実施

し，ハンセン病患者とされた者の基本的人権を侵害してきた。裁判所が実施し

たハンセン病隔離法廷は９５件（そのうち９４件が刑事事件，１件が民事事件）

に上り，その数は少なくない。 

裁判所は，司法権の行使主体として開廷場所を指定する立場にあり，ハンセ

ン病とされた当事者についても，他の感染症患者と同様に，裁判所法６９条２

項の「必要と認めるとき」の要件を厳格に解釈判断しなければならない。その

解釈判断に当たって も重視すべきは，患者の人権，すなわち，裁判を受ける

権利や公開の原則の保障等である。そのことを基本に据えた上で，当該当事者

以外の人々の人権への配慮をすべき必要性の程度が慎重に検討されなければな

らない。ハンセン病患者に対して隔離を認める場合でも，患者への人道的な配
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慮の確保を模索していた国際会議の状況と，絶対隔離絶滅政策を遂行した我が

国の政策とは本質的に全く異なるものであった。しかし，裁判所は，司法権の

行使主体として，立法府，行政府と独立しているのであるから，同項の「必要

と認めるとき」の解釈判断において，政府の政策を盲信することはあってはな

らない。 

裁判所は，日本国憲法の下，違憲審査権を有し，人権の砦たるべき存在であ

る。その裁判所自身が，憲法に違反する司法権行使を認め，適正な裁判手続で

はなかったことによって当該当事者の基本的人権を侵害して９５件もの裁判を

実施し，これによって，ハンセン病患者に対する偏見・差別をも助長したこと

は，司法権の行使主体たる裁判所の責任として極めて重いと言うほかない。 

 ３ １９６０年（昭和３５年）以前も含めた違憲性の再検討 

高裁報告書は，ハンセン病隔離法廷について，１９６０年（昭和３５年）

以降の開廷場所指定の定型的運用がハンセン病患者に対する差別的取扱いの疑

いがあるとして，裁判所法６９条２項違反であったことを認めた。 

しかし，この 高裁報告書は，ハンセン病隔離法廷について，公開原則違反

を否定するとともに平等原則違反については言及がなく，また，１９６０年（昭

和３５年）以前の開廷場所指定の定型的運用について言及していない。 

この点については， 高裁有識者委員会が１９６０年（昭和３５年）以前の

司法行政の妥当性について一層の検証と議論が必要であると指摘しているとお

りであり，菊池事件国賠訴訟判決では，１９５２年（昭和２７年）から１９５

４年（昭和２９年）に行われた菊池事件の審理について，憲法違反（平等原則

違反・人格権侵害）を認め，また，公開原則違反の疑いを認めた。 

高裁判所は，１９６０年（昭和３５年）以前も含めたハンセン病隔離法廷

の違憲性について再検討する必要がある。 

第２ 検察庁 

 １ 検察庁の責任 

検察庁は，ハンセン病患者とされた被告人に対し，憲法違反のハンセン病隔

離法廷における刑事手続によって，国家刑罰権を行使し，刑を執行してきた。

日本国憲法の施行当初から，ハンセン病患者の憲法上の基本的人権を制限した

隔離法廷により刑事手続を行う必要性・理由がおよそなかったことは，裁判所

について述べたのと同様である。にもかかわらず，刑事事件に関するハンセン

病隔離法廷は９４件に上り，その数は少なくない。このことは，国家刑罰権の

行使の主体たる検察庁が，ハンセン病患者とされた被告人の憲法上の基本的人

権を侵害した刑事手続によって刑を執行し，その結果，ハンセン病患者に対す
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る偏見・差別を助長してきたものであり，その責任は重い。 

特に，菊池事件国賠訴訟判決において，死刑執行された菊池事件の審理にお

いて明確な違憲判断が示されたことについて，検察庁は，重大な責任を負って

いると言わざるを得ない。 

 ２ 検証及び被害・名誉回復 

検察庁は，ハンセン病隔離法廷において憲法違反の刑事手続を遂行し，それ

に基づき刑を執行した責任に基づき，ハンセン病隔離法廷における刑事手続の

手続・内容及びそれに基づく刑の執行を検証し，それを公表するとともに，公

益の代表者として，刑事訴訟法４３５条６号（再審），同法４５４条（非常上告）

等を通じた刑事手続是正措置により，当該当事者はもとより広くハンセン病患

者・元患者及び家族ら全体の被害・名誉回復を図る責務を負っている。 

なお， 高検察庁は，２０１７年（平成２９年）３月，ハンセン病元患者団

体に対し，ハンセン病隔離法廷について謝罪したとされるが，その調査結果及

び謝罪内容は公表されておらず，ハンセン病隔離法廷の違憲性やハンセン病患

者に対する偏見・差別を助長してきたことに対する責任の認識は必ずしも明ら

かでない。その検証調査結果及び謝罪内容の公表が求められる。 

第３  法務省 

１ 法務省の責任 

法務省は，菊池医療刑務支所などの刑事収容施設で憲法違反のハンセン病隔

離法廷の場を設置・提供し，それに基づいて，刑の執行をしてきた。日本国憲

法の施行当初から，ハンセン病患者の憲法上の基本的人権を制限した隔離法廷

を設置・提供する必要性・理由がなかったことは，裁判所や検察庁について述

べたと同様である。法務省がハンセン病隔離法廷の場を設置・提供した結果，

当該当事者の憲法上の基本的人権が侵害されたばかりでなく，ハンセン病患者

に対する偏見・差別を助長してきたものであり，国家刑罰権の行使主体として

の法務省の責任は重い。 

 ２ 検証・施設保存 

この責任に対する法務省の認識は，現在のところ必ずしも明らかでない。 

法務省は，憲法違反のハンセン病隔離法廷の場を設置・提供し，それに基づ

き刑の執行をした責任に基づき，刑事収容施設で実施されたハンセン病隔離法

廷の実態，ハンセン病患者の刑事収容施設・刑の執行におけるハンセン病患者

に対する取扱いの実態等について調査・検証し，それを公表する責務を負って

いる。 

また，再発防止を図るため，ハンセン病患者専用の刑事収容施設であった旧
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菊池医療刑務支所（１９５３年（昭和２８年）建設分）・新医療刑務支所（１９

８６年（昭和６１年）建設分）（いずれも２０１９年（令和元年）６月に取壊し

済み）の建物・塀の復元を行い，啓発のための歴史資料館を設置する責務を負

っている。 

第４ 弁護士会 

 １ はじめに 

   既に述べてきたところからも明らかなとおり，ハンセン病隔離法廷は，ハン

セン病患者の基本的人権を著しく侵害し，個人の尊厳を冒したものである。 

すなわち，ハンセン病隔離法廷は，司法の場においてなされた，司法による

ハンセン病患者に対する人権侵害である。 

弁護士法１条において基本的人権の尊重と社会正義の実現を謳っている弁護

士，その弁護士を束ねる弁護士会が，かように熾烈な，しかも弁護士がその職

責を果たすべき法廷の場においてなされた人権侵害に対して，何ら責任を負わ

ないと考えることはできないというべきである。 

 ２ ハンセン病と日弁連 

   １９９６年（平成８年）８月，ハンセン病元患者（退所者）から当連合会に

対し人権救済申立てがなされたが，当連合会は，２００１年（平成１３年）５

月に熊本地裁違憲判決が下されるまでの間に，勧告等の措置を講じることがで

きなかった。 

そのため，当連合会は，２００１年（平成１３年）１１月の第４４回人権擁

護大会において，ハンセン病患者への人権侵害を見過ごし，また，人権救済申

立事件への対処が遅延したことについて謝罪をするとともに，国に対し，謝罪・

名誉回復，在園保障，社会復帰支援，真相究明，再発防止等，ハンセン病問題

の早期かつ全面的な解決を図るよう強く要望する特別決議を採択した。 

その後，当連合会は，宿泊拒否事件，検証会議報告書公表，ハンセン病補償

法改正，ハンセン病問題基本法制定等の事実が生じる度に，ハンセン病問題の

早期かつ全面的な解決に向けた勧告や会長声明・談話を発表した。 

また，２０１１年（平成２３年）１０月，第５４回人権擁護大会では，パタ

ーナリズムも大きな要因となったハンセン病問題のような患者・元患者らに対

する人権侵害が二度と起こらないようにするため，「患者の権利に関する法律

の制定を求める決議」を採択し，２０１２年（平成２４年）９月には，「患者

の権利に関する法律大綱案」を公表したのである。 

３ 隔離法廷と日弁連 

   しかしながら，当連合会は，ハンセン病隔離法廷自体については，その設置



146 
 

以降，約７０年もの長きに渡り，その違憲性を指摘することができなかった。 

まず，そもそもかような法廷の存在を当時当連合会が認識していたかどうか

という点については，既に述べたとおり，１９４７年（昭和２２年）の司法大

臣答弁や，１９５４年（昭和２９年）の 高裁総務課長答弁，１９７５年（昭

和５０年）の 高裁事務総長答弁等から，当連合会がハンセン病隔離法廷の存

在について認識し，少なくとも認識し得たのではないかと考えられる。 

次に，その隔離法廷の問題性を当時認識・評価できたか，指摘できたかとい

う点については，１９５２年（昭和２７年）の菊池事件発生後に起きた抗議活

動等を含む社会運動の高まりや，１９５３年（昭和２８年）の「らい予防法」

制定時の反対運動，更に１９５２年（昭和２７年）のＷＨＯにおける隔離政策

見直しの提言，１９５８年（昭和３３年）の国際らい会議（東京）における強

制隔離政策の破棄を求める決議，１９６０年（昭和３５年）のＷＨＯにおける

隔離法撤廃の提唱がなされた事実等から，当時においても当連合会がハンセン

病隔離法廷の違憲性について検討し，認識し得た可能性は否定できないと思わ

れる。しかも，菊池事件における第１回 高裁口頭弁論において（これは１９

５６年（昭和３１年）４月１３日， 高裁第二小法廷で開かれ，弁護人として

野尻昌次，関原勇，柴田睦夫，霧生昇，青柳盛雄の５名が出廷した。），青柳

盛雄弁護人は，「一審，二審とも病院内の狭い部屋で開廷され，傍聴人も患者，

親族らの極く限られた少数で特殊の形態の裁判が行われたようである。被告人

が癩病であるため隔離的な処理がなされたことは，やむを得ないことと一般に

承認されているようであるが，私はこれが問題であると思う。癩患者は別の扱

いを受けなければならないか，独り癩患者のみの関心事ではなく，良識ある国

民の注意が集中し，その関心が高まりつつある特殊の事件である。」とまで指

摘している。それにもかかわらず，かような認識を多くの弁護士や弁護士会が

共有するには至らなかったのである。 

第６節（原因分析）の項においても指摘しているところであるが，弁護士や

弁護士会が，ハンセン病隔離政策，とりわけ無らい県運動が生み出し当時社会

において浸透していたハンセン病患者に対する偏見にとらわれていたことは疑

いのない事実と考えられる。 

更に，上記のとおり，当連合会は２００１年（平成１３年）の第４４回人権

擁護大会で特別決議を行い，その後の２００５年（平成１７年）の検証会議報

告書でハンセン病隔離法廷が違憲と断じられたにもかかわらず，隔離法廷問題

について事後的な検証，被害回復，再発防止策の構築などの人権救済活動につ

いて取り組むこともできなかった。３０年近く前に終わった隔離法廷について
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の問題意識が希薄であったと言われてもやむを得ない。 

しかも，２０１３年（平成２５年）１１月，全国ハンセン病療養所入所者協

議会等が 高裁判所に対して検証を要請したことを受け，２０１４年（平成２

６年）５月， 高裁判所事務総局は調査委員会を設置して調査を開始する一方

で，調査報告書が公表される前の２０１５年（平成２７年）８月，当連合会は

上記協議会等よりハンセン病隔離法廷に関して人権回復措置と関係機関に働き

掛けるよう要請を受けていた。それにもかかわらず，調査報告書が公表される

前に隔離法廷の違憲性を指摘することができなかったのである。 

 ４ 隔離法廷についての日弁連の社会的責任 

弁護士会，当連合会は，司法の一翼を担い，憲法・弁護士法に基づき基本的

人権の擁護という重要な使命を負う弁護士の組織である。 

もちろん，７０年近く前の当連合会の人権擁護活動がどのようであったかに

ついて，我々も正確に事実を認識し得ているものではない。第６節（原因分析）

の項においても，１９５０年代頃当連合会を取り巻いていた環境等について指

摘しているところである。 

しかしながら，弁護士法において定められた重要な使命と，上述した事実経

過からすれば，当連合会が，司法権の行使による人権侵害状況を防止，是正，

批判することができず，そのため，ハンセン病患者の人格と尊厳を傷付け，ハ

ンセン病患者に対する偏見・差別を助長したと言わざるを得ない。 

その意味での社会的責任は免れ得ないと思われる。 
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第６節 原因分析 

 

第１ はじめに 

   ハンセン病隔離法廷の設置以降，約７０年もの長きに渡り，多くの弁護士，

当連合会は，その違憲性を指摘できず，問題提起をして廃止に向けた活動がで

きなかった。その原因はどこにあるのだろうか。 

 再発防止のためには，この原因分析が極めて重要ではありながら，ハンセン

病隔離法廷が実施された１９４８年（昭和２３年）からは既に７２年近く，

後に実施された１９７２年（昭和４７年）から数えても既に５０年近くを経過

し，この７０年以上の間に政治社会情勢も大きく変動している。弁護士の在り

方や弁護士会活動についても進展してきている。本調査では，各弁護士会に協

力を求めるなどして調査を進めたが，ハンセン病隔離法廷に弁護人として関与

した弁護士から直接事情を伺うことはできなかった。つまり当時の社会状況，

その中で弁護士らがどのように，ハンセン隔離法廷を捉えてどのように対応し

ていたかを直接，確認することができなかったのである。本調査で確認された

資料も残念ながら限られていると言わざるをえない。 

 そこで，本調査で確認できた資料のほか，２００５年（平成１７年）に厚生

労働省が設置した「ハンセン病問題に関する検証会議」が検証した結果をとり

まとめた検証会議報告書，とりわけ「法曹界－法律家・団体の対応・責任－」

（同報告書３０３頁～３２１頁），２００２年（平成１４年）６月１８日に当

連合会が主催したシンポジウム「差別のない社会をめざしてーハンセン熊本判

決から１年」での講演や議論，２０１１年（平成２３年）１０月７日の第５４

回人権擁護大会シンポジウム第３分科会「患者の権利法の制定を求めて」にお

ける基調報告書，また，２０１６年（平成２８年）7 月１６日に当連合会が主

催したシンポジウム「隔離法廷と法曹の責任－ハンセン病療養所入所者に対す

る『特別法廷』を考える－」での議論などを踏まえて，検討する。 

第２ 検討 

１ ハンセン病に対する差別・偏見にとらわれていたこと 

 １９０７年（明治４０年）の「癩予防ニ関スル件」を初めに，１９３１年（昭

和６年）の癩予防法，１９５３年（昭和２８年）のらい予防法が制定され，戦

前から戦後にかけて，絶対隔離絶滅政策が，連綿とかつ強化して実施され，し

かも，この絶対隔離絶滅政策として無らい県運動が展開されていた。そのため

市民は，近くで患者とされた人々が官憲などによって強制的に療養所に連行さ

れる様子を見聞きしたり，あるいは報道を目にすることもあったろう。そのよ
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うな結果，市民に対して，ハンセン病が強い伝染力を持つ極めて恐ろしい疾患

であるという偏見が蔓延していた。弁護士ら法曹も，同じ時代に生まれ生活し

ていたものであり，法曹資格を取得する前（幼少期）から，市民の中にある偏

見を染みこまされていたであろう。それゆえ，この偏見が偏見であるという認

識を持つこともできず，ハンセン病隔離法廷についても，強い伝染病である以

上しかたがないと考えてしまい，これに対して，問題意識を持って検討するこ

とができなかったものと思われる。本調査の中で確認したハンセン病隔離法廷

に弁護人として出頭した弁護士が残された回想録（資料編第５節第１）からも，

これが窺われるところであった。 

弁護士も社会で生育し生活する中で，社会全体にはびこる偏見から解放され

ることは容易ではなかろう。しかし，基本的人権の擁護を使命とする職責を担

う以上，基本的人権を侵害している偏見には，厳として立ち向かう姿勢を持た

なくてはならない。市民と同様に，偏見を諾々と容認していてはならないので

ある。 

そのためにも，次項に述べるとおり，基本的人権についての十分な理解が必

須である。 

２ 基本的人権と「公共の福祉」の理解が十分でなかったこと 

 １９４７年（昭和２２年）に日本国憲法が施行され，ハンセン病強制隔離政

策を容認できない基本的人権として，１３条（幸福追求権，人格権），１４条

（法の下の平等），１８条（奴隷的拘束及び苦役からの自由），２２条（居住

移転の自由），２５条 1 項（健康権），３１条以下（人身の自由，法定手続の

保障），３２条（裁判を受ける権利）が認められた。隔離法廷については，１

４条，８２条（裁判の対審及び判決を公開法廷で行うという定め），３７条１

項（全ての刑事被告人の公開裁判を受ける権利を保障）が認められた。これら

の権利について十分に理解していれば，隔離法廷の問題は認識できたはずであ

る。 

 すなわち，隔離法廷については，裁判所法６９条１項は，開廷場所は，原則

として裁判所と定め，同条２項が，例外として， 高裁判所が必要と認めると

きは，他の場所で法廷を開くことができると定めている。この例外を容認する

には，その例外の容認が不可避なのかについて厳密な審査が必要であり，裁判

所法１２条１項も，裁判官会議でこれを決定する手続を定めているのである。

高裁判所も，ハンセン病以外では，この裁判官会議で審議し，ハンセン病以

外の理由でこの例外を適応した事例がほとんどないとおりである。ところが，

ハンセン病については， 初の数例を除いては，裁判官会議で審議することす
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らせず，ハンセン病であるということから容易に例外を許容してしまったので

ある。そして，その法廷に，弁護人として出廷した弁護士も，ごく一部の例外

を除いては，この違憲性や問題を指摘できなかったのである。 

 この点は，法曹のみならず法律家も同じであった。例えば，刑事法学者平野

龍一著の「刑事訴訟法（法律学全集４３）」（昭和３３年１２月１０日初版，

昭和５２年４月３０日第３７刷，有斐閣）において，裁判所法６９条２項に該

当する例として，「例えば，癩患者のために，療養所で開くような場合」とし

て記述され（１５６頁），何らの問題点も指摘されていない。さらに述べれば，

強制隔離政策に関しても，「註解日本国憲法上巻」（法学協会編，昭和２３年

１０月初版，有斐閣）において，２２条の「公共の福祉」を理由とする制約の

具体的事例として，「癩予防法で患者または病毒に汚染した疑いある者を強制

隔離する」と記述されている（２１８頁）。この制約には何らの疑問も呈され

ていないのである。つまり，法曹のみならず，多くの法律家が，同様の認識で

あったと考えられる。 

多くの法学徒が，かかる法律家の講義やその著作などをもって，日本国憲法

や刑事訴訟法を学んで法曹となっていったものと思われる。法曹になるために

学習するために利用していた教科書を記述する法律家においても，ハンセン病

に対する偏見に呪縛され日本国憲法が定める基本的人権と公共の福祉による制

限についての理解が十分でなかったと言わざるを得ないのである。そして，か

かる法律家の講義やその著作から学び法曹となった裁判官も弁護士も，上述し

たようにハンセン病に対する偏見に呪縛され，日本国憲法が定める基本的人権

と公共の福祉による制限についての理解が十分でなかったと指摘せざるを得な

い。 

 ２０１６年（平成２８年）７月１６日に当連合会が主催したシンポジウムに

おいて，内田博文教授は，社会防衛を非常に強調した点が隔離法廷の原因であ

ると指摘されている。同シンポジウムにおいて，德田靖之弁護士は，憲法が保

障する人権規定の絶対性が本当に身についてはいなかったこと，公共の福祉に

よる例外を受け入れてしまっている体質があることを指摘する。 

 法曹資格を得た後に，憲法を学ぶ機会は多くない。人権問題を実際に取り扱

うになってからこそ，憲法を真に理解することが必要であり，その本質を理解

できる環境にもあるはずでもあるから，弁護士になった後の憲法教育，研修が

必要である。そうして，日本国憲法が定める基本的人権と公共の福祉による制

限について憲法論も更に，成熟させていくことが必要である。 

３ 専門家（医師）への盲従 
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さらに，本件がハンセン病という疾患にかかわる問題，すなわち，ハンセン

病患者から他の者に感染・発症する恐れがあるかどうか，それがどの程度か，

どのようにこの感染・発症から防御する必要があるのかなどという，医学的知

見にかかわる問題であったことから，疾患・感染については非専門家である法

律家，法曹は，専門家である医師の意見，しかも，我が国で権威あるとされて

いる医師（光田健輔ら）の意見をそのまま肯定してしまった。その意見に合理

的根拠が認められるのか，他に執るべき選択肢はないのか，異論はないのか，

国際的にはいかなる状況にあるのかなどについては，特段の検討や調査もしな

いで，いわば盲従してしまったのである。その背景には，上述したハンセン病

に対する偏見，基本的人権についての不十分な理解があり，これに加えて，専

門家の意見を比較検証することに対する謙抑的な姿勢が，隔離法廷を肯定しま

った原因の一つでもあろう。 

社会が複雑化して，専門性の高い紛争が増え，弁護士が，法律以外の専門分

野に関しても関与することが求められている。そのようなとき，自分の専門分

野以外だからということから，その専門分野の専門家の意見を鵜のみにするこ

とは危険である。専門家の意見の根拠を確認するとともに，国内外の他の専門

家の意見を確認し異論の有無などを慎重に検討するなどし，基本的人権を保障

する観点から，専門家の意見を評価することが求められる。 

４ ハンセン病患者を保護するというパターナリズムが原因・背景にあったこと 

パターナリズムは，ハンセン病隔離政策の本質的な問題である。 

前述したとおり，戦後の「無らい県運動」の特徴として，一面で社会防衛が

強調されながら，他方で，療養所に入ることは本人のためであり，社会からの

差別・偏見から回避できるという理由付けがなされ（第２部・シンポジウム「隔

離法廷と法曹の責任」反訳報告），政府が隔離政策を維持する根拠も同様に「患

者本人や親族縁者も差別されること」であった（検証会議報告書１２８頁）。 

ハンセン病患者を社会の差別・偏見から保護・救済してあげるというパター

ナリズムは，ハンセン病隔離政策を推進した医師らを支配し，光田健輔をはじ

めとするハンセン病医学専門家やその意見に後押しされた政府により，パター

ナリズムの観点から，断種や堕胎などの絶対隔離絶滅政策が推進されたのであ

る。 

この点，当連合会の第５４回人権擁護大会シンポジウム第３分科会基調報告

書「患者の権利法の制定を求めて－いのちと人間の尊厳を守る医療のために－」

（２０１１年１１月）でも，「救らい思想」の過ちをパターナリズムとして分

析することの重要性を指摘し，光田健輔が「救らい」を掲げながら人権蹂躙を
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冒すに至ったことについて言及した（同基調報告書１４～１９頁）。 

従来，医師は自らの専門的判断により患者の 高の利益を決定する（パター

ナリズム）という医師主導型の医師・患者関係が一般的であったが，患者の尊

厳・主体性の確立を求める世論が高まっており（岩田太編著「患者の権利と医

療の安全」２７頁），ハンセン病問題においても，「日本の誤ったハンセン病

絶対隔離政策が示しているのは，同政策を推進し，あるいはこれに加担した医

学・医療界において患者・家族らの視点が決定的に欠落していた」（検証会議

報告書７７９頁）と指摘され，そのための再発防止策として「患者・家族らが，

善の治療を自主的に判断できるように，インフォームド・コンセントやセカ

ンド・オピニオン等をはじめとする『患者の権利』を確立するための法整備等

を図ること」（検証会議報告書７６５，７７９頁）が提言されており，パター

ナリズムからの転換が求められている。 

このように，パターナリズムはハンセン病隔離政策を支配してきたが，法曹

も「らい予防法」に基づく隔離政策を所与の前提として，隔離政策の延長線上

にある隔離法廷を漫然と許容し続けたことからすれば，パターナリズムがハン

セン病隔離法廷問題の原因・背景にあったと評価することができる。 

患者本位の立場に立つことを忘れ，「救ってあげる」という意識を持つこと

は，医師と同じように，困っている人に専門家として向き合う法曹も陥りがち

である。そして，「救ってあげる」という意識が強ければ強いほど，困ってい

る人が置かれた状況が悲惨であればあるほど，自分の行動や実践が正しいのか

という疑問を抱く余地をなくしてしまい，困っている人を「救済の客体」とし

て，自分が主体となってしまいがちなのである。この点は，２０１１年（平成

２３年）１０月７日の第５４回人権擁護大会シンポジウム第３分科会において，

德田靖之弁護士が指摘するところである（第１部資料編第４節）。 

また，２０１６年（平成２８年）７月１６日に当連合会が主催したシンポジ

ウムにおいて，内田博文教授は，戦後の無らい県運動では社会防衛のみならず

患者本人が社会の差別・偏見から回避できるという理屈付けがなされ，法曹の

中にもそのような考えが入り込み，特別法廷には社会防衛と法的パターナリズ

ムの二つの側面があったと分析している（第２部・シンポジウム「隔離法廷と

法曹の責任」反訳報告）。 

   弁護士は，様々な事情で困った人をその困った状況から解放することが職務

であることが少なくない。そのような場合に，「救ってあげる」という善意が，

差別・偏見と表裏一体の関係になり得る危険性に思いを致し，「パターナリズ

ム」に陥りがちであることを認識して自戒し自分の対応や言動を見直すことが
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必要である。 

５ 人権擁護活動体制の未成熟 

 ハンセン病隔離法廷は，ハンセン病の伝染力が強いという誤った知見に基づ

く国によるハンセン病強制隔離政策の延長にある。この点は，当調査報告書に

記述したとおりである。つまり，ハンセン病患者の強制隔離が，司法の場面で

も完遂されたために，裁判が隔離法廷で実施され，実刑を受けた人が，菊池医

療刑務支所で刑の執行を受けることに繋がっているのである。本来は，ハンセ

ン病強制隔離政策そのものについての違憲性，問題点を認識するとともに，ハ

ンセン病隔離法廷の違憲性，問題点を，認識し，指摘すべきであった。ところ

が，ハンセン病強制隔離政策や隔離法廷の違憲性についての認識や指摘が広く

弁護士，弁護士会に共有されることはなかった。 

第２節で述べたとおり，１９４７年（昭和２２年）の司法大臣答弁や１９５

４年（昭和２９年）の 高裁総務課長答弁，１９７５年（昭和５０年）の 高

裁事務総長答弁等においては，ハンセン病隔離法廷について触れられていた。

さらに，１９５２年（昭和２７年）の菊池事件発生後に起きた抗議活動等を含

む社会運動の高まりや，１９５３年（昭和２８年）の「らい予防法」制定時の

反対運動，１９５２年（昭和２７年）のＷＨＯにおける隔離政策見直しの提言，

１９５８年（昭和３３年）の国際らい会議（東京）における強制隔離政策の破

棄を求める決議，１９６０年（昭和３５年）のＷＨＯにおける隔離法撤廃の提

唱などの事実が存在した。しかも，２００１年（平成１３年）の日弁連人権擁

護大会で特別決議を採択し，２００５年（平成１７年）の検証会議 終報告書

でハンセン病隔離法廷が違憲と断じられたにもかかわらず．速やかに事後的な

検証，被害回復，再発防止策の構築などの人権救済活動について取り組むこと

がなく，調査・検証が著しく遅れた。 

   ハンセン病強制隔離政策に対する法曹，法律家の責任について，検証会議報

告書では，「法曹界－法律家・団体の対応・責任－」（同報告書３０３頁～３

２１頁）において，大別して次の二点が指摘されている。 

一つは，「法律家の職業習慣病」として，既存の法律を理性的・現実的な前

提と考えるのが多くの法律家に共通する傾向であり，既存の法律に対する批判

精神が乏しい傾向や法律を超越するかに見える問題については諦観するなどの

点につながるものとされているのである。また，法律家が専門分野に特化し，

他の分野に無関心になりがちである点，人権擁護活動自体も一部の弁護士にも

特化している点も指摘されている。 

もう一つとして，個々の弁護士実務と弁護士会による公益活動の限界が指摘
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されている。弁護士会が人権救済事件などを通じて国家の政策に意見や提言を

述べるようになり，それが社会にインパクトを与えるようになったのはそれほ

ど古いことではないこと，弁護士会の公益活動にマンパワー上限界があること

などが指摘されている。 

   人権擁護活動に関わる弁護士のマンパワー不足，弁護士会，当連合会の人権

擁護活動体制が未成熟であったことも，ハンセン病強制隔離政策について，弁

護士会，当連合会が速やかに対応できなかった原因の一つと考えられるのであ

る。 

隔離法廷問題においても，人権擁護活動に関わる弁護士のマンパワー不足，

弁護士会，当連合会の人権擁護活動体制が未成熟であったことが原因の一つと

考えられる。 

第３ まとめ 

 これまでの調査を踏まえて，現時点では，長年にわたり我が国の市民（法曹，

法律家を含む。）に蔓延していたハンセン病に対する著しくかつ強固な偏見，

基本的人権についての不十分な理解と，これらを背景にした医師という専門家

の意見への無批判な盲従，さらにそれがハンセン病患者のためになるという「法

的パターナリズム」，弁護士会，当連合会の人権擁護活動体制の未成熟が本件

の原因ではなかろうかと考察する。 

また，熊本地裁違憲判決以後，当連合会は，ハンセン病問題に取り組んだも

のの，２００５年（平成１７年）の検証会議報告書でハンセン病隔離法廷が違

憲と断じられたにもかかわらず，ハンセン病隔離法廷問題を取り上げることが

できなかった点に鑑みれば，弁護士一人ひとりが，人権感覚を研ぎ澄まして，

日々研鑽努力を重ねていくとともに，人権擁護活動体制のさらなる充実（成熟

化）のための環境整備に取り組む必要がある。 

 冒頭に述べたとおり，ハンセン病隔離法廷問題を今後の教訓とし，再発防止

に取り組むためには，原因分析が必要である。ところが， 高裁報告書で，原

因分析がなされていないことは非常に残念である。 高検察庁は調査結果も公

表されず，これがなされたかどうかも定かでない。 

当連合会としても，裁判所，検察庁と協働して原因を分析することが，法曹

として，ハンセン病隔離法廷を今後の教訓として再発防止に向けて必要である

と考える。 
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第７節 法曹界による調査・検証の経緯・考察 

 

第１ 高裁判所 

 １ 調査の経緯 

全国ハンセン病療養所入所者協議会，「らい予防法」違憲国賠訴訟全国原告

団協議会及び国立療養所菊池恵楓園入所者自治会は，前記（第１節「調査の経

緯」）記載の当連合会への要請に先駆けて，２０１３年（平成２５年）１１月

６日， 高裁判所に対し，ハンセン病を理由とする「特別法廷」の第三者機関

による検証を求める要請をした。 

それを受けて， 高裁判所事務総局は，関係資料の収集等の予備調査を経て，

２０１４年（平成２６年）５月１９日，調査委員会を設置して調査を進め，そ

の後，有識者委員会を設置して，２０１５年（平成２７年）９月８日から２０

１６年（平成２８年）３月２９日まで，有識者委員会と共に現地調査・関係者

ヒアリング等の追加調査を行った（その間の２０１４年（平成２６年）１１月

７日，衆議院法務委員会にて， 高裁判所は「現在調査中」と回答していた。）。 

そして，２０１６年（平成２８年）４月２５日， 高裁報告書及び有識者委

員会意見を公表した。 

高裁調査報告では，上記調査の対象は，司法行政事務として行った開廷場

所指定の適法性とされ，個別事件の審理の適法性は，裁判の独立の侵害のおそ

れを理由に調査対象外とされた。 

２ 開廷場所指定の状況 

高裁報告書において，開廷場所指定の状況が，要旨，以下のとおり，明ら

かにされた。 

 （１）ハンセン病を理由とする場合 

ハンセン病を理由とする開廷場所指定の上申は，１９４８年（昭和２３年）

１月から１９７２年（昭和４７年）２月までで９６件あり，うち１件の上申

撤回を除き， 高裁判所は９５件（そのうち９４件が刑事事件，１件が民事

事件）全てを認可して（不指定（却下）は０件），常時，ハンセン病療養所，

刑事収容施設等にハンセン病患者用に特別に設置した法廷において裁判が実

施されていたことが確認された（撤回を除けば認可率１００％，撤回を含め

ても認可率９９％）。 

    具体的な開廷場所は，以下のとおりであった（認可件数順）。 

     ①菊池医療刑務支所    ２６件 

     ②菊池恵楓園・長島愛生園 各９件  
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     ③岡山刑務所        ８件 

     ④東京拘置所        ７件 

     ⑤八王子医療刑務所     ６件 

     ⑥神戸拘置所        ５件 

     ⑦栗生楽泉園・大阪拘置所 各４件  

（２）ハンセン病以外の病気・老衰 

     他方，ハンセン病以外の病気及び老衰を理由とする開廷場所指定の上申

については，１９９０年（平成２年）までの６１件の上申のうち，認可さ

れたのは９件にとどまっていた（認可９件・不指定（却下）２７件・撤回

２５件）。ハンセン病と他の疾患などとの取扱いには，歴然とした差異が

認められた（撤回を除けば認可率２５％，撤回込みで認可率１５％）。 

３ 隔離法廷上申終了の理由 

（１） 高裁報告書の概要 

高裁報告書において，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の上申は１

９７２年（昭和４７年）より後は行われていない理由について，「本件調査

によって明らかにすることはできなかった。」と結論付けた。 

 （２）検討 

しかし，何の理由・契機もなく，隔離法廷の上申自体が全くなくなるとい

うのは不自然である。２０１４年（平成２６年）１１月７日，衆議院法務委

員会でも，横道孝弘議員（民主党）が「方針を変えた理由があるはず」「所

長会議でやったのか通達で出したのかわかりませんが，何らかの方法で過去

に決定したはずなんですよ」と追及していた。 

菊池医療刑務支所の被収容者数は，１９７２年（昭和４７年）から１９８

６年（昭和６１年）まで０名から５名の範囲でほぼ毎年増減していることか

らすれば（検証会議報告書１１９頁），新規の被収容者が存在することが窺

われ，ハンセン病患者を隔離して取り扱うか否かという点について裁判所（隔

離法廷）と法務省（刑事収容施設）の対応に齟齬が生じている。 

    高裁判所による更なる調査・検証が求められる。 

４ 菊池恵楓園でのヒアリング結果 

（１） 高裁報告書の概要 

高裁報告書（２７頁）は，菊池恵楓園内の自治会事務所前や自治会事務

所内で裁判が行われていたという菊池恵楓園入所者ヒアリング結果につい

て，「全てが公判であるかも不明であり，所在尋問等であった可能性もある。」

としている。 
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 （２）検討 

しかし，１９４８年（昭和２３年）以降，定型的にハンセン病を理由とし

た開廷場所指定がなされていたにもかかわらず，所在尋問等のみを自治会事

務所で行わなければならない必要性・理由は存在しないと考えられる。菊池

恵楓園入所者ヒアリング結果等からすると，一般国民の出入りできない患者

地帯に存在する自治会事務所等で開廷された場合があることを推認すること

は十分に可能である以上，所在尋問等の可能性を理由に公開原則違反を否定

することは根拠が乏しいと言うべきである。 

５ 医学的知見 

（１） 高裁報告書の概要 

高裁報告書（３２頁）では，「ハンセン病に関する医学的知見」中の「ハ

ンセン病の感染及び発症」の冒頭において，「ハンセン病は，患者から人に

感染し，感染力自体はそれほど弱くないともいわれる。」と記載している。 

（２）検討 

しかし，このような表現では，「らい菌の感染力」に留まらず，ハンセン

病の発症力がそれほど弱くないと誤解されるおそれがある。 

たしかに，「近年の研究によれば，らい菌の感染力は従来考えられていた

ように微弱なものではないとの見解が有力になっている」と指摘されている

が（検証会議報告書２１３頁），らい菌の感染力とハンセン病の発症力に関

して一般人の理解に混乱が生じないように，慎重な記載がなされる必要があ

るだろう。 

６ 差別的取扱い・裁判所法違反，謝罪 

 （１） 高裁報告書の概要 

高裁報告書（４７頁）では，ハンセン病患者の場合，診断書以外の科学

的知見を具体的に検討した形跡はなく，（上記のとおり）他の病気に比べて

認可率は非常に高いことから，ハンセン病を理由に裁判所外の開廷の必要性

を認定する定型的運用であり，遅くとも１９６０年（昭和３５年）以降は，

合理性を欠く差別的な取扱いであったことが強く疑われ，裁判所法６９条２

項に違反すると判断した。 

また， 高裁判所裁判官会議が，１９４８年（昭和２３年）２月，ハンセ

ン病を理由とする開廷場所指定の専決権限を事務局に付与し，その後，事務

局の専決により，ハンセン病を理由とする開廷場所指定を定型的に認可する

運用がなされていたことについて，遅くとも１９６０年（昭和３５年）以降，

専決の前提となった運用が相当性を欠く状況であったと認めた（ 高裁報告
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書５５頁）。 

そして，遅くとも１９６０年（昭和３５年）以降，誤った開廷場所指定の

運用は，ハンセン病患者に対する偏見・差別を助長につながり，ハンセン病

患者の人格と尊厳を傷つけるものであったとして反省し，謝罪した。 

 （２）検討 

このように， 高裁判所が司法行政事務について検証し，その違法性を認

め，謝罪したことは，極めて画期的であり，高く評価できよう。 

しかし，違憲性の判断が回避されたということは，らい予防法による強制

隔離政策によって生じたハンセン病患者･元患者及び家族の人権侵害の深刻

さが十分に認識されておらず，ハンセン病患者・元患者及び家族に対する被

害・名誉回復措置としては不十分と言わざるを得ない。 

この点，菊池事件国賠訴訟判決が，１９５２年（昭和２７年）から１９５

４年（昭和２９年）に行われた菊池事件の審理について裁判所法違反である

ことを認めた。 

７ 平等原則違反 

 （１） 高裁報告書の概要 

高裁報告書は，開廷場所指定に関する他の疾病との差異から，差別的取

扱いによる裁判所法違反を認めたが，憲法上の平等原則違反については判断

しなかった。 

この点，２０１６年（平成２８年）５月２日，寺田逸郎 高裁判所長官は，

憲法記念日を前にした記者会見において，開廷場所指定について「裁判所法

違反という総論があり，それ以上，憲法判断に踏み込む必然性はないと事務

総局が判断したことは，それなりに理解できる」と述べている。 

 （２）検討 

しかし，隔離法廷指定は，単なる司法行政法規違反に留まらず，消毒のた

めの労力・費用の負担を回避し，「らい予防法」に基づく強制隔離の延長と

してハンセン病患者に対して明らかに不合理な差別的取扱いをしたものであ

り，憲法上の基本的人権の侵害である。 

有識者委員会意見も，機械的・定型的に裁判所以外の開廷場所を指定する

運用は不合理な差別的取扱いであることは明らかであり，端的に憲法１４条

の平等原則に違反していたといわざるをえないと指摘した。 

    ハンセン病患者・元患者に対する重大な人権侵害であり，行政・立法府も

熊本地裁違憲判決を受諾したことからすれば， 高裁判所も隔離法廷指定の

違憲性を率直に認めるべきであり，憲法判断を回避することは，ハンセン病
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患者・元患者の根本的な被害・名誉回復になっていないと言わざるを得ない。 

２０１６年（平成２８年）４月２５日， 高裁事務総長の記者会見では，

「合理性を欠く差別的な取扱いだったことが強く疑われる」という 高裁報

告書の記載について，報道陣から「違憲の疑いがあるということか」という

質問に対して，「そのように理解して構わない」と認めた（２０１６年４月

２６日（朝刊）読売新聞）。 

 ハンセン病元患者からは， 高裁が憲法違反を認めなかったことについて，

「司法の責任は不問にされたに等しく，到底受け入れられるものではない」

という声明が発表され，憲法違反だと「正面から認めなかったことは，隔離

政策の実情を全く理解していないもの」「憲法の番人であれば憲法を含めた

判断をしてほしかった」と厳しい批判がなされている（２０１６年４月２６

日（朝刊）朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞）。 

    また，菊池恵楓園入所者からは「偏見・差別の象徴が出張裁判である。

高裁判所はもっと早く調査すべきであった。憲法違反とはっきりと言うまで

は人権回復のために闘わないといけない」，「らい予防法に司法関係者も流

されていたと思う。違法だけど違憲ではないという 高裁判所の調査結果に

は同感できない。入園者の思いがどうだったのかを心の底から考えてほし

い。まだ差別意識が残っているのではないか」という声が出ている（第２部・

シンポジウム「隔離法廷と法曹の責任」参照）。 

この点，菊池事件国賠訴訟判決は，菊池事件の審理についても，憲法１４

条１項（平等原則）違反を明確に認めている。 

８ 公開原則 

 （１） 高裁報告書の概要 

高裁報告書（５１～５２頁）では，開廷場所に関する実情について，下

級裁判所は，裁判所外が開廷場所と指定された場合， 高裁判所の指示に従

い，①裁判所の掲示板及び開廷場所の正門等に告示を行っていたこと，②

下級裁判所は，指定された開廷場所において傍聴を許していたことが推認

できるとした。 

そして，開廷の告示をするなどの方法により，その場所で訴訟手続が行

われていることを一般国民が認識することが可能で，かつ，一般国民が傍聴

のために入室することが可能な場所であれば，公開の要請を満たす場所とし

て開廷場所とすることが許され，裁判所・療養所に開廷場所の告示をしてい

たこと，傍聴人が存在していたことから，傍聴を拒否した事情は認められず，

ハンセン病療養所・刑事収容施設は，訪問が事実上不可能な場所であったと
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までは断じ難いとして，公開原則違反ではないと判断した。 

（２）検討 

ア 実質的な公開原則違反 

しかし，告示は必要 低限度の形式的手続に過ぎず，実質的な公開と評

価できるかは別問題である。 

傍聴人は患者・家族・職員という特別な関係者の傍聴は，一般公衆によ

る傍聴とはいえない。 

「らい予防法」の下で，僻地・離島に設置されたハンセン病患者の隔離

収容施設の中に設置された隔離法廷への立入りは，通常一般人の認識・心

理からすれば，実質的には著しく困難である。 

そもそも，ハンセン病療養所・菊池医療刑務支所に立ち入る際は，管理

者の許可が必要である上，立入りの際には厳重な消毒も必要であったので

あるから，一般公衆の立入りは困難であったことは明らかである。 

よって，ハンセン病隔離法廷は，実際には不特定かつ相当数の一般国民

による自由な傍聴が著しく困難であったといえ，実質的に公開原則に違反

していたと言わざるを得ない。 

イ 有識者委員会意見 

有識者委員会意見も，本件の背景・本質はハンセン病患者の差別であり，

平等原則の視点から一般社会の公開法廷と比較して実質的に公開されてい

たかを踏み込んで検証すべきであり，掲示等の事実をもって，法廷が療養

所外の一般の人々に実質的に公開されていたというには無理があり，掲示

等によって形式的には公開されていたとしても，それは 低限度の公開で

あって，他の一般市民の裁判と同程度に実質的に公開されたと言えるかが

問題であり，「激しい隔離・差別の場」であるハンセン病療養所などで行

われた裁判は，公開原則を満たしていたか，違憲の疑いはなおぐいきれな

いとして，司法府の責任として，人権の砦として一歩踏み込んだ判断を求

めると指摘した。 

ウ ハンセン病元患者の声 

高裁報告書に対し，菊池恵楓園入所者からは，「黒幕で囲われ，中の

様子を見ることは絶対にできなかった。公開の原則に反していないなんて，

まやかしです」，邑久光明園入所者からは，「特別法廷という歪んだ形の

裁判にきちんと向き合っていない」，（園内の集会所で開かれた特別法廷

の傍聴者約１００人はいずれも入所者等園関係者であり，長島は離れ島で

民家もなかった。外との往来は専ら園の船が使われ）「一般の人や記者が
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特別法廷に来られる状況になく，裁判があること自体を知る機会がなかっ

た。あの裁判は『公開』の二文字に値しない」との批判があがっている（２

０１６年４月２６日（朝刊）朝日新聞）。 

エ 菊池事件国賠訴訟判決 

  菊池事件国賠訴訟判決では，少なくとも菊池恵楓園で行われたハンセン

病隔離法廷について，公開原則違反の疑いを認めた。 

９ １９６０年（昭和３５年）以前の判断 

 （１） 高裁報告書の概要 

高裁報告書は，熊本地裁違憲判決を踏まえ，遅くとも１９６０年（昭和

３５年）について裁判所法違反であると判断した。 

 （２）検討 

しかし，遅くとも１９６０年（昭和３５年）以降という基準は，法律に基

づく隔離政策に関する国家賠償法上の違法の判断のためのものであり，刑事

裁判の出廷に関する開廷場所指定の違法性とは場面が全く異なる。刑事裁判

を公開法廷で受ける権利は憲法上の権利であり，裁判所に一時的にのみ出頭

するという時間的・場所的限定がある以上，国家賠償法上の違法の判断と同

様の判断基準であることは，かえって不合理である。 

戦前・戦後の医学的知見，国際会議の動向，基本的人権の保障という観点

から考えれば，当初から開廷場所指定は不要であったと言うべきであり，一

律に開廷場所を指定した運用は違憲であったと端的に言うべきである。 

有識者委員会意見も，ハンセン病は発病率が低く，１９４８年（昭和２３

年）プロミン導入以降治癒する病気となり，１９６０年（昭和３５年）以前

から強制隔離の必要性は国際的・国内的に否定されてきたこと，隔離政策の

違憲性と開廷場所指定の問題は別問題であること，日本国憲法により裁判所

は違憲立法審査権を付与され，司法府は，より鋭い人権保障の姿勢が求めら

れていることから，１９６０年（昭和３５年）以前も，ハンセン病患者への

反省と謝罪の表明があって然るべきであり，司法行政の妥当性について一層

の検証と議論を求めると指摘した。 

この点，菊池事件国賠訴訟判決では，１９５２年（昭和２７年）から１９

５４年（昭和２９年）に行われた菊池事件の審理について，裁判所法違反及

び憲法違反を端的に認めており，高く評価できる。 

１０ 裁判所外の開廷の要件 

 （１） 高裁報告書の概要 

高裁報告書（５６頁）では，裁判所外の開廷の「必要」（裁判所法６９
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条２項）の解釈について「被告人が長期間の療養を要する伝染性疾患の患者

であって，裁判所庁舎に出頭を求めて審理することが不可能ないしは極めて

不相当な場合など真にやむを得ない場合に限られると解すべきである」と定

義している。 

 （２）検討 

しかし，第２節第９（ 高裁判所開示資料の概要・検討）でも指摘したよ

うに，ハンセン病の場合には，定型的・機械的に「真にやむを得ない場合」

に該当すると解釈・運用してきたこと自体，ハンセン病患者に対する偏見・

差別であり，かかる差別的取扱いは憲法１４条違反である。 

また，「裁判所法逐条解説（下巻）」（昭和４４年）同様，「被告人が長

期間の療養を要する伝染性疾患の患者」という例示を残しており，伝染性疾

患のみを特別扱いしている点で，伝染性疾患の場合に差別的取扱いがされる

おそれを残しており，再検討が求められる。  

１１ 今後の取組 

 （１） 高裁報告書の概要 

高裁報告書では，①偏見・差別を廃し 新の科学的知見などを具体的に

検討して，裁判所外の開廷が真にやむを得ない場合に該当するかを精査する，

②上記の過ちと深い反省を忘れず今後の教訓とし，人権に対する鋭敏な意識

を持って，先例にとらわれない法令遵守を堅持する，③誤った運用が二度と

行われないよう具体的な方策を着実に実行する，という再発防止策が示され

た。 

有識者委員会意見は，①患者の人権（裁判を受ける権利・公開原則）の保  

障が第一に配慮されるべきであること，②人権意識の涵養するため，ハンセ

ン病政策の歴史を踏まえた人権研修，現地研修を行うこと，③旧菊池医療刑

務支所の保存・復元が必要であることを提言した。 

実際， 高裁判所は，２０１７年度（平成２９年度）から司法修習生の実

務研修の中でハンセン病研修を取り入れ，裁判官向けの講演会を行うなどの

取組を始めている。 

 （２）検討 

もっとも，ハンセン病元患者・入所者自治会関係者は， 高裁報告書が違

憲性を認めなかったことについて，記者会見において「こんな理不尽な話は

ない。憲法の番人として人権を守るべき立場を放棄している。」「差別の実

態を根本的に感じ取っていない」という憤りや，「憲法違反と認めてほしか

った」という反応が見られ（２０１６年４月２６日（朝刊）読売新聞），調
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査続行及び元患者を含めた再発防止策検討機関の立ち上げを 高裁判所に要

求している。 

このような被害者の視点に立って，また，菊池事件国賠訴訟の違憲判決を

踏まえて，人権侵害の過酷さを更に調査検討し，違憲性について再検討する

ことが求められると言うべきである。 

１２ 裁判所以外の責任 

有識者委員会意見は， 後に，「（裁判所のみならず）検事・弁護士等の法

曹，法学研究者等法学界の人権感覚と責任が厳しく問われている」と指摘して

いる。 

当連合会を含めて，法曹界・法学界全体で，調査検証，被害・名誉回復，再

発防止に向けた取組を行って行くべきである。 

第２ 高検察庁 

 １ 謝罪・再審請求拒否 

全国ハンセン病療養所入所者協議会，ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協

議会及び国立療養所菊池恵楓園入所者自治会は，２０１２年（平成２４年）１

１月７日， 高検察庁に対し，菊池事件（殺人事件）について，公益の代表者

である検察官が憲法違反の裁判の不正を正すべきだとして，１９５７年（昭和

３２年）８月２３日宣告の上告棄却判決により確定した第１審熊本地方裁判所

の判決について，刑事訴訟法４３９条１項１号に基づき，検察官が再審を請求

することを要請した（「菊池事件の再審を進める会」ホームページ「菊池事件

再審請求要請書」）。 

   その後，上記要請人が，再三，早急な回答をするよう求めていた。 

菊池恵楓園入所者自治会長は，当連合会主催シンポジウム「隔離法廷と法曹

の責任」（２０１６年（平成２８年）７月）のための事前聴取調査に際し，「特

別法廷の裁判は違憲であるから，やり直しをしないといけない。検察庁も謝罪

すべきである。」と訴えていた（第２部シンポジウム反訳参照）。 

２０１７年（平成２９年）３月３１日， 高検察庁は，上記要請人らに対し，

上記要請書に関する調査結果を説明し，ハンセン病隔離法廷に関与した責任を

認めて謝罪したが，菊池事件について検察官による再審請求はしない旨の回答

がなされた。そのため，２０１７年（平成２９年）８月２９日，上記元患者団

体代表者らが， 高検察庁に対し，菊池事件について検察官による再審請求を

行わないことについて国家賠償請求訴訟を熊本地方裁判所に提起した。 

その結果，２０２０年（令和２年）２月２６日，菊池事件の審理について憲

法違反の判断が下されたことを踏まえて， 高検察庁は，ハンセン病元患者・
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家族らの被害・名誉回復のために真摯に検討することが求められる。 

２ 調査結果・関係資料の開示 

高検察庁は， 高裁判所と異なり，その調査結果を全く開示しておらず，

いかなる調査検証がなされ，何について何を根拠にどのように反省・謝罪した

のか，今後どのような被害･名誉回復措置，再発防止策に取り組むのか，全く不

明である。 

また，当連合会から 高検察庁に対する資料開示の依頼に対して，非開示の

回答がなされており，ハンセン病隔離法廷問題における司法の責任に対する姿

勢に重大な疑義が残る。 

   高検察庁に対しては，その調査結果及び関係資料の開示が求められる。 

第３ 法務省 

 １ 調査・検証 

法務省は，ハンセン病専用の刑事収容施設を設置し，ハンセン病患者を特別

に隔離収容してきた。 

２００１年（平成１３年）以降，「らい予防法」に基づく隔離政策について

厚生労働省は謝罪・検証を行ってきたが，法務省は，ハンセン病患者の隔離収

容について，何らの調査検証・謝罪も行っていない。 

刑事収容施設と隔離法廷は，ハンセン病患者を差別的に取り扱うための一連

の刑事手続・処遇である以上，法務省も，ハンセン病患者に対する差別・偏見

を助長した責任は免れ得ず，ハンセン病患者の刑事手続上の処遇の実態及び違

憲性について調査・検証が求められる。 

２ 旧菊池医療刑務支所の保存 

また，旧菊池医療刑務支所（１９５３年（昭和２８年）建設分）は，司法に

おけるハンセン病患者の差別の歴史を物語る貴重な歴史的遺産であるから，今

後，ハンセン病を教訓とする啓発活動を行う上で必要不可欠と言うべきであり，

高裁判所有識者委員会も保存・復元を求めていた。 

菊池恵楓園入所者自治会長も，「菊池医療刑務支所の収監者に対しても謝罪

すべきである。１９８６年（昭和６１年）に新たに菊池医療刑務支所を新築し

たこと自体も憲法違反である。ハンセン病問題解決促進法に基づいて菊池医療

刑務支所を保存して，啓発センターとして 大限活用すべきである」と訴えて

いる（第２部参照）。 

旧菊池医療刑務支所・新菊池医療刑務支所は，小中学校建設のため２０１９

年（令和元年）中に取り壊されたが，今後，菊池恵楓園内で建物・塀の復元が

求められる。 
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第４ 日本弁護士連合会 

   当連合会の２００１年（平成１３年）以降のハンセン病問題に対する取組は，

以下のとおりである。 

１ ２００１年（平成１３年）の謝罪決議 

１９９６年（平成８年）８月，ハンセン病元患者（退所者）から当連合会に

対し人権救済申立てがなされていたが，当連合会は，２００１年（平成１３年）

５月に熊本地裁違憲判決が下されるまでの間に，勧告等の措置を講じることが

できなかった。 

そのため，２００１年（平成１３年）１１月の第４４回人権擁護大会におい

て，ハンセン病患者への人権侵害を見過ごし，また，人権救済申立事件への対

処が遅延したことについて謝罪をするとともに，国に対し，謝罪・名誉回復，

在園保障，社会復帰支援，真相究明，再発防止等，ハンセン病問題の早期かつ

全面的な解決を図るよう強く要望する特別決議を採択した。 

２ ２００１年（平成１３年）から２０１２年（平成２４年）まで 

その後，当連合会は，宿泊拒否事件，検証会議報告書公表，ハンセン病補償

法改正，ハンセン病問題基本法制定の度に，ハンセン病問題の早期かつ全面的

な解決に向けた勧告や会長声明・談話を発表した。 

また，２０１１年（平成２３年）１０月，第５４回人権擁護大会では，ハン

セン病問題のような人権侵害が二度と起こらないようにするため，「患者の権

利に関する法律の制定を求める決議」を採択し，２０１２年（平成２４年）９

月には，「患者の権利に関する法律大綱案」を公表した。 

３ ２０１３年（平成２５年）（隔離法廷検証要請）以後 

他方，２００５年（平成７年）３月，検証会議報告書において，隔離法廷に

関する違憲性・法曹の責任が指摘されていたにもかかわらず，当連合会は調査

検証に着手しなかった。 

２０１５年（平成２７年）８月，全国ハンセン病療養所入所者協議会等から

隔離法廷に関する違憲性の表明及び関係機関への人権救済措置の働き掛けを要

請されて初めて，調査検証を開始することになった。 

その後，公刊物等及びハンセン病療養所から資料収集を進めるとともに，２

０１６年（平成２８年）７月には，シンポジウム「隔離法廷と司法の責任」を

開催して，映画「新・あつい壁」の上映及び有識者の講演・パネルディスカッ

ションを実施した。 

また，２０１６年（平成２８年）１２月から２０１７年（平成２９年）１月

にかけて，各弁護士会への刑事弁護人調査及び関係機関（ 高裁判所・ 高検
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察庁・法務省・厚生労働省）に対する資料開示請求を行った。 

さらに，２０１７年（平成２９年）１月，菊池恵楓園・菊池医療刑務支所跡

の現地視察・入所者聴取調査を行った。 

そして，２０１７年（平成２９年）１０月，第６０回人権擁護大会において，

ハンセン病隔離法廷による法曹としての責任を認め，ハンセン病患者・元患者

及び家族の方々に謝罪するために「ハンセン病隔離法廷における司法の責任に

関する決議」を全会一致で採択した。 

また，２０１７年２月から２０１９年８月にかけて， 高裁判所から開示さ

れた資料を含め，当連合会が収集・参考にした資料を基に，２０２０年（令和

２年）３月，これまでのハンセン病隔離法廷に関する調査結果をまとめた調査

報告書を作成した。 
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第８節 当連合会の具体的取組 

 

本調査結果を踏まえ，当連合会は，次のとおり，被害・名誉回復，再発防止策，

継続的な検証に取り組むことが必要である。 

 

第１ 被害・名誉回復 

ハンセン病患者・元患者及び家族らに対しては，いまだに根強い偏見・差別

が残っており，故郷に帰ることも，安心して社会で暮らすこともできない。ハ

ンセン病問題は依然解決されていない。 

ハンセン病患者・元患者及び家族の方々が安心して社会で暮らせるよう，今

後も偏見・差別の除去，名誉回復，在園保障，社会復帰支援等に向けて全力を

尽くすことが必要である。 

その取組としては，ハンセン病患者・元患者及び家族ら被害者の方々の被害・

名誉回復を図るため，家族・遺族への損害賠償問題や再審問題も含め，リーフ

レットの作成・配布やシンポジウムの開催などを通じて社会に訴えかけ，ハン

セン病問題の全面解決に向けた取組を行うことが考えられる。 

第２ 再発防止策 

１ 患者の権利の確立・法制化 

ハンセン病患者は医療の名の下であらゆる基本的人権が奪われ，その尊厳が

踏みにじられてきたものである。このようなハンセン病問題を教訓として，あ

らゆる疾病について差別偏見による人権侵害を繰り返さないためには，あらゆ

る患者が医療の客体としてではなく，主体的な権利者として個人の尊厳が保障

されなければならず，そのためには，患者の権利を法律によって明確に保障す

ることが必要である。 

検証会議報告書でも，ハンセン病問題の再発防止提言の一つとして患者の権

利の法制化を挙げ，「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止

検討会」報告書（２００９年（平成１１年）４月）は「患者の権利に関する体

系」をとりまとめ，法制化を具体的に提言した。当連合会も，第５４回人権擁

護大会（２０１１年（平成２３年）１０月）において，「患者の権利に関する法

律の制定を求める決議」を採択し，２０１２年（平成２４年）９月，「患者の権

利に関する法律大綱案」を公表したが未だ法制化に至っていないので，引き続

き，患者の権利の法制化を求める必要がある。 

２ 人権感覚の醸成 

二度と同じ過ちを繰り返さないためには，弁護士一人ひとりの人権感覚を鋭
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敏に研ぎ澄まし，今後，人権問題を敏感に察知して，速やかに人権救済活動に

取り掛かるように心しなければならない。弁護士も社会で生育し生活する中で，

社会での偏見，差別に束縛されないことは容易ではないが，基本的人権の擁護

を使命とする自らの職責を自覚し，安易に偏見や差別，専門家の意見に盲従す

ることなく，日々研鑽を積んで憲法の保障する人権規定の絶対性を真に理解し

身につけることが必要である。また，弁護士は安易に既存の法律を前提とする

ことなく，既存の法律に対しても憲法の精神に反しないか批判をしながら人権

擁護活動に取り組む必要がある。 

そして，第６節の原因分析で述べたとおり，ハンセン病隔離政策や隔離法廷

を許容した原因の一つとして「パターナリズム」があり，弁護士は常に困って

いる人に専門家として向き合うことから「救ってあげる」という意識に陥って

しまう危険性を認識して自戒し，日常の弁護士業務や人権擁護活動に取り組む

ことが必要である。 

 ３ 人権研修・シンポジウム等 

弁護士が人権感覚を醸成し，人権擁護活動に取り組むためには，ハンセン病

問題を重い教訓として受け止め，ハンセン病療養所に赴き，ハンセン病患者・

元患者及び家族らの話を聞き，直接，被害の悲惨さを認識することが極めて重

要である。 

具体的には，当連合会は，各弁護士会と協力し，ハンセン病療養所の現地視

察（資料館の訪問・入所者からの聴取）などを通じ，司法修習生・新規登録弁

護士をはじめ会員に対する人権研修やシンポジウムなどを行って，今後，同じ

過ちを繰り返さないよう人権感覚を養うことが必要である。 

４ より活発な人権擁護活動体制の構築 

人権擁護活動に関わる弁護士のマンパワー不足，弁護士会，当連合会の人権

擁護活動体制が未成熟であったことがハンセン病隔離政策及び隔離法廷問題に

弁護士が速やかに対応できなかった原因と言えるが，容易に解決できる問題で

はないものの，今後，当連合会における人権擁護活動の在り方，その体制，会

員の参加などについても議論してより一層活発な人権擁護活動が行える体制を

構築する必要があると思われる。 

そのためには，ハンセン病問題については，人的組織拡充及び全国的な運動

展開のため，当連合会において「ハンセン病問題特別部会」（仮称）を設置し，

今後，ハンセン病問題に取り組む必要がある。 
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第９節 国の関係各機関への要請 

 

当連合会は，２０１７年（平成２９年）１０月，第６０回日弁連人権擁護大会に

おいて，「ハンセン病隔離法廷における司法の責任に関する決議」を採択し（末尾参

考資料），同決議及び理由において，以下のとおり，国の関係各機関に要請した。 

 

第１ 高裁判所 

裁判所が，憲法違反のハンセン病隔離法廷について司法権を自ら行使してき

た責任は重い。 

高裁報告書では，公開原則違反を否定し，１９６０年（昭和３５年）以前

を含めて平等原則違反に言及していない点で，重大な問題が残る。この点，

高裁有識者委員会も，１９６０年（昭和３５年）以前の司法行政の妥当性につ

いて一層の検証と議論が必要であると指摘している。 

よって， 高裁判所に対しては，１９６０年（昭和３５年）以前も含めたハ

ンセン病隔離法廷の違憲性について再検討することを求める。 

第２ 高検察庁 

検察庁が，憲法違反のハンセン病隔離法廷を通じて刑事裁判を遂行し，それ

に基づいて刑を執行してきた，国家刑罰権行使主体としての責任は重い。 

よって， 高検察庁に対しては，ハンセン病隔離法廷における刑事事件の手

続・内容及びそれに基づく刑の執行を検証し，その検証結果を公表したうえ，

再審請求・非常上告等の刑事手続是正措置を通じて，ハンセン病患者・元患者

及び家族ら被害者の名誉回復を図るよう真摯に検討することを求める。 

なお，２０１７年（平成２９年）３月， 高検察庁は，ハンセン病元患者団

体に対し，ハンセン病隔離法廷について謝罪したとされるが，その調査結果及

び謝罪内容は公表されていない。調査結果及び謝罪内容について公表すること

も併せて求める。 

第３ 法務省及び政府 

法務省が，憲法違反のハンセン病隔離法廷の場を設置・提供し，それに基づ

いて，刑の執行をしてきた，国家刑罰権行使主体としての責任は重い。 

よって，法務省に対しては，刑事収容施設で実施されたハンセン病隔離法廷

の実態，ハンセン病患者の刑事収容施設・刑の執行におけるハンセン病患者に

対する取扱いの実態等について調査・検証し，公表することを求める。 

また， 高裁有識者委員会も提言しているとおり，世界に唯一のハンセン病

患者専用の刑事収容施設として世界的な負の遺産である旧菊池医療刑務支所



170 
 

（１９５３年（昭和２８年）建設分）の塀の保存・建物の復元を行い，また，

啓発の場として，歴史資料館を設置することも併せて求める（なお，旧菊池医

療刑務所（１９５３年（昭和２８年）建設分）及び新医療刑務所（１９８６年

（昭和６１年）建設分）は，２０１９年（令和元年）６月に合志市立小中学校

建設のために取り壊されたため，少なくとも，建物・塀の復元を求める。）。 

第４ 関係各機関 

上記各機関に対し，今後の検証及び再発防止に資するため，関係資料を永久

保存することを求めるとともに，ハンセン病隔離法廷に関して収集した資料・

調査結果は，個人情報部分を除いて全て公開することを求める。 

第５ 法曹三者の協働した取組（提案） 

ハンセン病隔離法廷に関与した法曹三者は，それぞれの責任の下に協働して

再発防止策を講じていく必要がある。また，当連合会， 高裁判所， 高検察

庁が，形の違いはあれ，ハンセン病隔離法廷についてハンセン病患者，元患者

及び家族らに謝罪をした今こそ，協働していくべきである。 

そのため，まず，各機関が協力して，ハンセン病問題を題材にした教材・資

料（テキスト・映像等）を作成し，司法修習生・司法関係機関職員・一般市民

に向けた人権教育・研修を実施していくことを提案する。 

そして，真に必要かつ実効的な再発防止策等を検討していくために，法曹三

者のほか，被害者の声を反映させ，専門的・多角的視点を取り入れるため，元

患者，有識者等を含めた「ハンセン病問題再発防止等委員会」（仮称）を設置し

て協議していくことを提案するものである。 
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第１０節 結語 

 

ハンセン病患者に対する強制隔離政策が９０年間続けられた我が国において，ハ

ンセン病患者は著しい差別を受け，基本的人権が侵害され，個人の尊厳が冒されて

きた。このような差別と人権侵害は司法においても見られ，ハンセン病患者は，ハ

ンセン病療養所，刑事収容施設等の強制隔離施設内に特別に設置された「特別法廷」

（隔離法廷）において，非人間的な差別的取扱いの下で裁判を受けてきた。 

 また，２００５年（平成１７年）３月，厚生労働省が設置した「ハンセン病問題

に関する検証会議」 終報告書が，ハンセン病隔離法廷を取り上げ，憲法違反と断

じたにもかかわらず， 高裁判所も 高検察庁も当連合会も，個別具体的に調査し，

その違憲性を指摘することはなく，各自の責任は明らかにされなかった。 

 ハンセン病隔離法廷は，ハンセン病の伝染力が強いという偏見を基礎とした隔離

政策の延長にあり，憲法上の平等原則に違反し，個人の尊厳を侵害し，また，公開

原則に実質的に反しており，憲法上の基本的人権の重大な侵害である。 

 このような司法の場における人権侵害については，隔離法廷に対する責任の在り

方に違いはあるものの，裁判所，検察庁，弁護士会の法曹三者及び隔離法廷の場を

設置・提供した法務省が，それぞれの立場において解決し，再発防止を図る責任が

ある。 

 当連合会は，これまでハンセン病隔離法廷の問題性を認識することができず，ま

た，２００５年（平成１７年）に検証会議が違憲性を指摘した後も，事後的な検証・

被害回復・再発防止策の構築などの人権救済活動に取り組むことがなかった。司法

による人権侵害を防止，是正することができず，ハンセン病患者に対する偏見・差

別を助長したのである。これらについて改めて深く反省し，当該当事者をはじめ，

ハンセン病患者・元患者及び家族ら被害を受けた全ての方々に対し，心から謝罪す

る。 

 その上で，当連合会は，ハンセン病患者・元患者及び家族の方々が安心して社会

で暮らせるよう，全力を尽くすとともに，全ての患者の権利が保障されるよう，引

き続き，患者の権利の法制化を求めていくこと，ハンセン病問題を重い教訓として，

人権研修を行い，今後，新たな人権侵害事象に直面した際に，二度と同じような過

ちを繰り返さないよう，人権擁護活動に尽力する。 

 憲法施行から７２年を迎える２０２０年，当連合会は，会員一人ひとりがハンセ

ン病隔離法廷問題の教訓を心に刻んで人権感覚を研ぎ澄ませ，将来，二度と同じよ

うな過ちを繰り返さないように，憲法の定める基本的人権を擁護する使命を果たす

ことを改めて固く決意する。 
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第１節 「三園長証言」（昭和２６年１１月８日 参議院厚生委員会）（抜粋） 

 

第１ 参考人意見 

 

○冒頭説明（梅津錦一委員長） 

「参議院厚生委員会におきましては、前国会以来特に小委員会を設けて癩の問題の

調査に当つて参りましたが、本日はこの方面の権威者のかたがたにお集まりを頂い

て、いろいろと懇談的に御意見を伺いたいと存じます。本日御出席下さいました光

田先生には、全生涯を癩予防事業のために注がれ、多数の学術的な研究をされ、世

界の癩研究の上に貢献するところが多く、その実が結ばれまして、今回文化勲章授

与の栄典を得られましたことは誠に喜びに堪えない次第でございます。先生を初め

皆さんがたの不断の御努力によりまして、又一面貞明皇后様御在世中の特別な御仁

慈によりまして、我が国癩予防は 近著しく進歩を遂げ、患者も夥しく減少して参

りましたが、今後の癩予防方策にはまだ幾多困難が予想されると思うのであります。

現在患者の処置、病院の運営等一段と苦心を要することと思われるのであります。

幸いに治療法も進んで参りましたようでありますが、これが改善に対しては更に一

層の研究を要するのではないかと思われるのであります。人類におけるこの癩の問

題については、学問的にも早く解決せねばならない点が多々あると思います。そう

いう方面の問題に加えて、社会的に見ても癩患者家族、癩患者を親に持つ子供の問

題、その救済、教育等々についても十分な研究を必要とされなければならないと存

じます。癩予防法も時代に即応いたしまして改正、改善等の必要を考えておるので

ありますが、これらの問題は極めて多角的でありますから、どうぞ皆様がたからそ

れぞれ御関心の点についてお話を頂きたいのでございます。」 

 

１ 参考人（林芳信・多摩全生園長）意見 

（未収容患者の収容・療養所の拡張） 

「第一の、我が国癩患者の分布と療養所の問題でございますが、今まで日本の癩患

者の数は、数回に亘って調査いたされ、殊に昨年は四月から八月に亘つて一斉調査

が行われましたのでございますが、その一斉調査によります大体の数は、未収容患

者が一千六百八十四名という数字が出ております。併しそのうちには未調査の県が

五県あるのでございます。それからその当時収容患者の数が、大体でございますが、

八千三百人、合計約一万一千名内外の患者があるということになるのでございます

が、併しこれにはいろいろと我が国の国情によりまして調査漏れが相当あるように

存ぜられるのであります。我々が推定いたしますると、大体一万五千の患者が全国
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に散在して、そのうち只今は約九千名の患者が療養所に収容されておりますから、

まだ約六千名の患者が療養所以外に未収容のまま散在しておるように思われます。

でありますから、これらの患者は周囲に伝染の危險を及ぼしておるのでございます

ので、速かにこういう未収容の患者を療養所に収容するように、療養施設を拡張し

て行かねばならんと、かように考えるのであります。大体二十六年度末におきまし

ては、一万一千の収容能力ができると思います。その上将来なお四千名ぐらいの収

容施設が必要なのではないかと思います。この療養所の拡張につきましては、現在

あります療養所を適当に増設いたしまして拡張するのがよいと存じます。癩療養所

を新たに創設するということは、いろいろな困難が伴いますので、大体既設の療養

所を拡張して行くほうが国家的に得策ではないかと、かように考えている次第でご

ざいます。なおこの療養所の拡張につきまして、地域的にどこをどうというような

ことも大体考えを持っておりますけれども、後ほど懇談のときに申上げます。」 

（癩予防法改正の必要性） 

 次に癩予防及び治療の問題でございますが、先ほど申しましたように、癩予防は

現在のところ伝染源であるところの患者を療養所に収容するということが先ず先決

問題でございますが、癩予防の意識普及ということも必要でございますし、又一方

現在癩予防法はもうすでに制定になりましてから四十四年を経過しておりまする古

いものでございますし、時勢に適合するように適当に改正されることが至当であろ

うと考えます。まあこの改正につきましても後ほど懇談会のときに申上げたいと思

います。 

（治療効果） 

 次に治療の問題でありますが、これは現在相当有効な薬ができまして、各療養所

とも盛んにこれを使用しておるのであります。厚生省におかれましても相当な予算

が計上されまして、只今のところこの金額に対しての薬の供給は大体必要量は供給

されておつて、患者も非常に喜んでおります。先ずその治療の結果も相当に上りま

して、各療養所におきしても患者の状態が一変したと申してよろしいのでございま

す。又このことにつきましても後ほど写真を御覧に入れてよく御説明したいと存じ

ます。なお治療の問題はもう一歩進みますれば全治させることができるのではない

かと思うのであります。只今も極く初期の患者でありますれば殆んど全治にまで導

くことができておるような状態でございます。なお続いて一段と治療の方面の研究

が大切だと思います。」 

 

２ 参考人（光田健輔・長島愛生園長）意見 

（強制収容の必要性） 
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「癩患者の分布ということについて先ほど林先生がお話になりましたが、それで大

体を盡しておると思いますが、私ども多年見ておりますというと、全国では癩のま

だ残つておる県と、もうよほど百以下になつておる県があります。この県は私ども

は前から注目いたしましておるのに、いつでもほかの県よりは余計にある。今日で

申しますというと、青森、愛知、大阪、それから九州の諸県でありますが、熊本、

鹿児島というこの県は、いつでもそれ以上或いは百に近いところの数字があるので

あります。これは昔から遺伝と言われておるように、一つの村に余計にあるとか、

或いはその一つの家族に限つて頻々と出るというようなことで、即ち癩は家族伝染

でありますから、そういうような家族に対し、又その地方に対してもう少しこれを

強制的に入れるような方法を講じなければ、いつまでたつても同じことであると思

います。これは五十年間において、先ほど申しましたところの県はいつでも余計に

残つておる。その根拠をつくということが、癩の分布をよく一つ研究いたしまして、

そうしてそういうような村とか或いは家族とかいうようなものに目をつけて収容を

して行かれるということが必要であるということを痛感しております。そして今日

残っておる、まあ二千人残つておると、厚生省の統計によりますと二千人くらい残

つておるということを言うておられますが、これは先ほど林君が言うたように、ま

だよく詮索するというと余計にあるかもわかりません。その残つておる患者を早く

収容しなければならんのでありますけれども、大概これが多年努力されて入院を親

切に指し示して、何回も何回も県庁のかたとか或いは保健所のかたとか、或いは療

養所の職員が勧めるのでありまするけれども、これに応じない者が非常にたくさん

でございます。そういうような者に強制的にこの癩患者を収容するということが、

今のところでは甚だそういうところまで至つていないのであります。知事が伝染の

危險ありと認めるところの者は療養所に収容するということになつておりますけれ

ども、次第次第に……元は警察権力の下にあつたのでありますけれども、今日は一

つも経費がないと言つたらおかしいですけれども、主に保健所の職員に任せてある

ようなのであります。これは以前よりは非常にこのために収容も難しいようになつ

ております。この点について、特に法律の改正というようなことも必要がありまし

よう。強権を発動させるということでなければ、何年たつても同じことを繰返すよ

うなことになつて家族内伝染は決してやまないと、これが第一番と第二番に御諮問

になつたことに対する私の意見でございます。」 

（優生手術） 

「それから予防治療、予防するのにはその家族伝染を防ぎさえすればいいのでござ

いますけれども、これによつて防げると思います。又男性、女性を療養所の中に入

れて、それを安定せしめる上においてはやはり結婚というようなこともよろしいと
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思います。結婚させて安定させて、そうしてそれにやはりステルザチヨン即ち優生

手術というようなものを奬励するというようなことが非常に必要があると思いま

す。一旦発病するというと、なかなかこれを治療をするには、一見治つたように見

えますけれども、又再発するものでございますから、治療もそれは必要であります

るが、私どもは先ずその幼児の感染を防ぐために癩家族のステルザチヨンというよ

うなこともよく勧めてやらすほうがよろしいと思います。癩の予防のための優生手

術ということは、非常に保健所あたりにもう少ししつかりやつてもらいたいという

ようなことを考えております。現在の治療というものがどのくらいの程度かと申し

ますというと、ひどく癩菌が増殖して潰瘍を作る、その潰瘍を治癒せしめるという

ことだけはできるのでありますけれども、すでにできたところの神経の症状、癩性

神経炎というようなものについては、これは神経の中に神経纎維の再生はできない

のであります。それでありまするから依然として癩菌が少くなつたから、これを出

すことができるものならいいが、依然として、そういうような患者さんは外部にお

いて又いろいろの職業に従事いたしまするというと、又ひどく破壞が起るのであり

ます。現在の有力なる治療でも再発を防ぐということはなかなか私はむずかしいよ

うに思うのであります。それで今までの経験上癩予防事業のうちで一番重大なもの

は、患者を安定せしめるということであると思います。これには内部の休養、及び

治療というようなことを十分にいたして頂き、又先に林君も言つたように、その家

族の者が生活の不安になつて来るのを防いでやるということが必要であります。こ

の中にはいろいろの社会法がございまして、これを応用して患者の残した家族を十

分に見てやるということが必要でございます。」 

（朝鮮から内地移動） 

「そのほか癩予防の参考になることは、私はかねてから朝鮮人の内地移動の問題、

移動が、癩になつて移動するのならばよくわかりますけれども、癩の症状が素人に

わからぬうちに入つて来るのが多い。これはどういうわけかと申しますというと、

朝鮮の全羅南北道と慶尚南北道、この四道において癩の巣窟があるのであります。

そこには、ウィルソンの話によるというと二万五千人の癩患者がいるということで

あります。それが頻りに子供を生み、そしてその子供が癩にかかるというようなこ

とで、内地においては二千とか三千くらいまだ癩患者があるというのですが、朝鮮

には二万有余のものが内地の近い所に巣窟を作つているのであります。この問題を

如何にするかということについて私はかねてから非常に憂慮している者でございま

して、一昨年に見ましたときには全国の十ヵ所の療養所で四百五十人ほど入つてい

た。今年の六月頃又調べましたところが、全国の十ヵ所の療養所に五百人の患者が

入つている。この頃又収容を始めますというと十人の中に一人なり二人の朝鮮の患
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者が入っている。これはやはりみんな調べて見ますというと、その本籍地は四つの

朝鮮の南の道であります。これは予防上非常に注意すべきことでありまして、御承

知のごとく、全羅南道の高興郡の小鹿という所に元六千人の収容所を建てておりま

したのでありますが、それがやはり日本の管理下にあるときには六千人充実いたし

ておりましたけれども、今はどういうふうな状況になつているか私どもはよく知る

ことができません。こういうような収容施設にやはり六千人おれば、その中の三百

人とか四百人というようなものは毎年死ぬのでありますから、その後に朝鮮にいる

ところの患者を入れるように、日本の総督時代にはそういうふうになつておりまし

たけれども、こういうようなことをもう少し実際朝鮮の人たちからも聞き、小鹿島

の状況なんかをよく観察して、そしてそこに日本の力を加えてやる、或いは国際連

合の力を加えて、そうして元通りに復興さしてやるというようなことが必要ではな

いかと考えます。これは今予防上についての御参考に申上げましたが、要するに私

は沈殿している全国の患者を極力療養所に入れるためには法の改正をする必要があ

るという意見であります。」 

（治安維持） 

「それからもう一つ、予防上から申しておくのは、療養所の中にいろいろ民主主義

というものを誤解して患者が相互に自分の党を殖やすというようなことで争いをし

ているところがございますし、それは非常に遺憾なことで、患者が互に睨み合つて

いるというようなことになつておりますが、これは患者の心得違いなのであります

が、そのためにそこの従業員が落着いて仕事ができないというようなことになつて

おる。結局は患者の非常な不幸になつて参ります。こういうような療養所の治安維

持ということについて、いろいろ現状を調べましたり、強制収容の所をこしらえた

り、各療養所においてしておりますけれども、まだまだこれが十分に今のところ行

届きませんので、こういうようなことをもう少し法を改正して闘争の防止というよ

うなことにしなければ、そういうような不心得な分子が院内の治安を紊し、そうし

て患者相互の闘争を始めるというようなことになるのでありますから、この点につ

いて十分法の改正すべきところはして頂きたいと存ずるのであります。以上でござ

います。 

 

３ 参考人（宮崎松記・菊池恵楓園長）意見 

（未収容患者の収容） 

「一体日本の癩でいわゆる癩療養所に収容をしなければならない患者はどのくらい

あるかということでありますが、現在統計に載つております数は誰が見てみまして

も本当の数字でないことははつきりしておりまして、私どもから申上げますと、極
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端かも知れませんが、この癩の患者の数と申しますのは、衛生当局が努力をすれば

するだけ出て参るのであります。数が少い所は実際それだけないかと申しますと、

これは私はそうばかりは考えないのでありまして、癩の数を出しますことは古疊を

叩くようなものでありまして、叩けば叩くほど出て来るのであります。ただ出て来

ないのは叩かないだけのことで、もう少し徹底的に叩けばもつと出て来るのではな

いかと思います。九州ではそれではどのくらいの収容をしなければならない患者が

あるかということでありますが、本年の五月に九州各県の衛生部長に集つて頂きま

して、いろいろな意見を聞きましたところ、九州各県では、登録してありまする未

収容患者は九百九名でありまして、各衛生部長の推計いたしました数は千七百六十

七名となつております。従来どうして古疊を叩かなかつたかと申しますと、叩いて

塵を叩き出すと、塵のやりどころがない。病床はいつも満員で、実は私どもの所も

満員続きでありまして、折角きれいにしようとしても叩いた塵を持つて行く所がな

い。それで衛生当局は幾ら叩き出しても始末に困ると、むしろ叩かないでそつとし

て置いたほうがいいということを言われます。そう言われますと、受入側である療

養所側は何とも言いようがないのでありまして、幸いに衛生当局におかれましては

今春に癩病床の画期的な拡張をして頂きまして、この点の解決は漸次進みつつある

と思います。それでこの癩の病床の問題でありますが、必ずしも病床数の予定は、

現在未収容患者が幾らあるからという数に合わせないで、私は癩の問題を解決する

ためには、むしろ上廻つた病床数を用意する必要があると思います。そういたしま

せんと、癩はさあ患者が出たから是非入れてくれと言つても、なかなか一挙に入れ

るものではありませんで、やはりこれは時をかさなければ収容が徹底いたしません。

いつもこのベッドの裏付けを持ちまして、いつでも探して連れて来てくれという態

勢を整えませんと、ただその場その場の病床の拡張で未収容がどのくらいあるから、

どのくらいのベッドを用意するということでは私は徹底いたさないと思う。それで

将来癩病床拡張の計画をするときには、一応癩の病床を充実してこれに応じられる

ようにして頂きたいのであります。癩予防法制定当時はいわゆる癩収容所への対象

を浮浪徘徊の癩患者に限つておりましたので、いろいろな困難もありましたけれど

も、とにかく患者を収容の対象とすればよかつたのでありますが、その後収容の対

象の限定を解かれまして、すべての癩患者、在宅有財の癩患者もこれを収容すると

いうことになつて参りまして、そういたしますると、患者自身を入れるだけでは解

決が付きませんで、どうしてもそれに附随して起りまする社会問題を全面的に解決

いたしません限り、患者を収容しろということは実際無理になつております。従い

まして單なる患者の収容というだけでは将来癩問題の解決は困難でありまして、こ

れに附随して起る社会問題を徹底的に解決するということが必要になつて参ると思
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います。 

 それで保育所は漸くできまして、子供に関する限りその問題は心配はないのであ

りますが、特に戦後の問題といたしまして、老人の問題が切実な問題となつて参り

まして、一昨年来癩患者の養老院、これを癩予防協会で作つて頂きまして、熊本に

一ヵ所ございます。これは癩患者が一家の経済を支えておりました場合に、患者の

入所によりまして被扶養者である老人が直ちに生活に困りますので、これを救う意

味のものであります。それからだんだんと収容が徹底して参りますと、結局いわゆ

る沈澱患者となつて参りまして、もうだんだん底に沈んだのを汲み上げて行かなけ

ればならないということになりますから、今までに経験しないいろいろな困難が予

想されております。患者を一人収容いたしますためには、結核などは待機患者が病

床数の何倍とありまして、押すな押すなの状況でありまして、病床が準備されれば

直ちにそれは満たされるのでありますが、癩の場合には病床の準備と、これが満床

になるかということは、全く別個の問題であります。患者一人を収容しますために

は、先ずその所在を発見しなければなりません。およその見当を付けて患者のあり

かを見出す。それからそれが果して本当の癩患者であるかどうかを見ますために検

診に参ります。それは療養所の專門の医官或いは衛生当局の專門の者が参りまして、

それを確定いたします。確定いたしますると、入所の勧誘をいたさなければなりま

せん。その勧誘も一回ではなかなか応じませんで、何回となく参りまして、やつと

勧誘に応ずる、勧誘に応じますると、自動車その他の輸送機関を以ちましてこれを

迎えに参るが、島でありますれば、船などを用意しまして迎えに行く。迎えに行き

ましても、ときには留守をいたしますとか、或いはほかに姿を晦しましていない。

折角船や自動車を用意して遠距離の所に参りましても、そのまま帰つて来なければ

ならないというようなことで、癩患者一人を収容しますためには、多大の時間と多

額の経費と、非常な労力を要するのでありまして、癩問題将来の対策としましては、

こういう点についても十分人と予算の面をお考え願わなければ徹底しないと思いま

す。」 

（強制収容の具体的状況） 

「これは具体的にお話をしませんと、ただ抽象的な話をしましても御理解が行かな

いと思いますから、例を挙げてお話しましたほうが却つてはつきり御理解が行つて

いいと思います。癩患者の収容の如何に困難なものであるかという例を一、二申上

げます。これは 近熊本県下の某村において起りました事件でありまして、本園の

医官が参りまして癩という診断をいたしまして、県衛生部から収容の通知をいたし

たのであります。ところがこの患者がたまたま村長の甥であつたというために、衛

生主任の報告によつてその村長の甥である患者が収容されたのであるということに
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なりまして、衛生主任は村長から職を罷免されたというようなことがあるのであり

ます。こういうことでありまして、現実の問題としまして、癩の事業に携わる者は

職を賭す覚悟がなければ、徹底的な仕事ができないというふうな実情であります。

それからもう一例は、これも熊本県下某村において起つた事件でありまして、収容

の通知を受けました患者が、自分が癩であるということがわかつたのは、衛生主任

がこれを県に報告したからだということを逆恨みいたしまして、一家謀殺を企てて、

ダイナマイトをその衛生主任の家にぶち込んだのであります。幸い傷害で済みまし

て、死亡には至りませんでした。これは検事が直ちに起訴をいたしまして、現に私

の所で収容いたしております。第一回の公判を九月の末にやりました。第二回の公

判をこの十日にやることになつております。こういうことでありまして、いわゆる

癩のフイールド・ワークというものは、なかなか普通の事務的な仕事ではできませ

んで、これに当る者はへなへなのへつぴり腰ではなかなかできませんので、相当強

い信念と熱意を持つていなければできないのであります。それからこの収容の責任

を持つております県の職員は、場合によりますといろいろな圧迫に会うのでありま

す。収容しては困るということで、政治的な圧迫を加えて参ることがあります。そ

れで熊本県ではこの保健所とか地方の衛生当局にはやらせませんで、直接県当局が

癩問題に限つては末端機構にやらせないで、県自体がやるということにいたしてお

るくらいであります。こういつた非常な苦心と努力を払いまして、患者を療養所に

送つて参ります。折角これだけの苦心と多額の経費とを使いまして送つて来た患者

が、十人が十人とも療養所に落ち着けばいいのでありますが、ときには十人に一人、

二十人に一人脱走して郷里に帰ってしまうようなことがあるのであります。そうい

たしますと県当局としては、四囲に感染の危險ありとして収容命令を出して収容し

た患者でありますので、国立癩療養所から勝手に出てしまつたということで、収容

所当局は県並びに関係の向きから非常に責任を追究されて参ります。これは尤もな

ことであります。併し癩療養所は刑務所ではありませんので、職員も僅かでありま

すし、そういつた拘束の設備を持つておりません。飽くまで病院でありますので、

この逃走を積極的に防止するということは、現実の問題としては絶対的に私ども保

証できない事情にあります。」 

（懲戒検束規定・規律維持） 

「なおこの癩予防法によりまする懲戒検束の規定が、 高検察庁ではやつてもいい、

憲法違反ではないという方針はお示し頂いたのですが、施設における現場におきま

しては、いろいろな問題が考えられまして、思うように癩予防法に規定してありま

する懲戒検束規定を適用ができない事情にあります。それと一方患者のいわゆる自

由主義のはき違えで、癩患者といえども拘束を受けるいわれはない、自由に出歩い
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たつてなんら咎むべきでない、結核患者を見ろ、同じ伝染病で、結核患者は自由に

出歩くことができるのに、癩患者が出歩いてはいけないというようなことはないと

いうようなことを申しますような状態であります。これにつきましては一つ国の方

で十分お考え下さつて、如何にしたらこの療養所がこれを完全に断行し得るかどう

か、これは十分お考え願いたいと思います。」 

（癩療養所の運営） 

「それから癩療養所の問題でありますが、これは癩予防法制定当時は、先刻申しま

したように、浮浪徘徊の患者を収容いたしておりまして、極端に申しますれば、病

院じやなくて収容所だと、光田先生などはその当時御経験になつておりまして、ど

うお考えになつたか知りませんが、私どもから申しますれば、その当時は病院でな

くて一つの収容所に過ぎなかつたという感じを持つております。そういう伝統と申

しますか、歴史と申しますかが禍いいたしまして、現在の癩療養所もまだ十分病院

の形を整えませんので、むしろ一部収容所の感があるのであります。でそれと申し

ますのは、今癩療養所の運営の実情を申しますと、運営の大部分を患者の精神的並

びに肉体的の労力に依存しておるような現状でありまして、結局実力を持つており

ますので、実際の運営面に患者が大部分干与いたしておりますので、遺憾ながら運

営の実権を患者に握られておるような結果になつておりまして、施設の運営上この

点が致命的な欠陥となつております。さつき光田先生からもお話のありましたよう

に、患者の対立抗争、延いては園の施設上の非常な支障になることが往々にしてあ

るのであります。で癩患者も現在におきましては、私ども結核と同じように取扱い

まして、癩療養所も病院的な性格をこれから十分持つようにいたすべきであると考

えております。患者の看護や治療の介抱などは、当然この際職員の手でやるように

して頂きたいのでありまして、現在の全国療養所の実情は看護や治療の介抱或いは

付添、そういうようなところまで患者の手を借りなければ国立癩療養所は運営して

行けない実情にあるのであります。実に情けない状態でありまして、私はこの委員

会の席上、委員の皆さんが十分この実情を御認識して頂きたいのであります。時間

がありますれば、具体的なことを詳しく御説明申上げたいと思つております。職員

の定員に一例を挙げて見ましても、丁度道を一つ隔てまして隣りに国立結核療養所

の再春荘がございます。この患者収容定員は七百七十名でございまして、惠楓園の

患者収容定員は千七百名でございます。その職員の数を比較して見ますると、七百

七十名の結核の療養所には二百五十七名の職員がいます。千七百名の収容癩患者に

対しましては百七十三名でありまして、これでやつて行けということであります。

医師一人が百七名の患者の治療に当らなければなりませんし、看護婦は一人当り三

十四名の看護を受持たなければならないという実情にあります。この癩の隔離の問
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題で十分根本的に考えて頂かなければならない問題でありまして、私ども今までた

だ癩は隔離するということでやつて参りましたが、只今患者の自覚と申しますか、

そういうことから同じ伝染病である結核は、私の所には丁度道を隔てて隣りに国立

の結核療養所があります。そこの患者はまあ出て歩く。併し事癩患者になると一歩

この境界を出てもつかまつて懲戒検束をやるとか、周囲からやかましく抗議をされ

るというのはなぜかということをたびたび質問を受けるのであります。何故に癩患

者は隔離しなければならないか、隔離を以て臨まなければならないかという、結核

患者はなぜ隔離しなくてもいいかということの根本問題を一つはつきりして、私ど

もは隔離の根本理念を確立して頂きまして、患者が如何ように申して参りましても、

こういう方針だと私ども確信を以て患者の隔離を断行できるような理論的な裏付け

をして頂きたいと思います。」 

（治療効果・治癒） 

「癩の治療医学は 近非常に進歩して参りまして、林園長もお話になりましたよう

に、私ども今までにない画期的な希望を持つております。併し何んと申しましても

癩の特異性がございまして、癩のこの病変は体表面に主として病変が起りまして、

このために癩が或る程度進みますれば、物質欠損が起つて参りますし、又畸形を生

じて参ります。それから強度の癩痕が出て参りまして、如何に特効的な治療薬がで

きましても、すでに欠損した身体の一部分は再生して参りませんし、畸形になつた

部分は元に復するということは困難であります。結局或る程度を越しますと如何に

癩を治療いたしまして、私どもが医学的にこれは治癒したと申しましても社会復帰

ができない状態になります。結局医学的には治癒することになりましても、社会的

復帰ができないということは、不治と同じであります。今まで癩が不治だ不治だと

言われましたのは、社会復帰のできないような状態の癩患者を持つて来て、これを

治せと言われますと、たとえ私ども医学的には治つたのだ、微菌もいなくなります

し、十数年或いは何十年と病症は停止いたしまして臨床的には癩そのものは治つた

と言つても社会復帰のできない状態でありますと、それを癩療養所から解放するこ

とは事実上できない、従つて不治だという考えを与えておるのでありまして、やは

り癩の初期に、そういつた治りましたならば直ちにこれが社会復帰のできるような

状態で早期の治療をするような国としての措置をとつて頂きたいと思うのでありま

す。私どもがまあこれは治つたと、それで私はこれは対社会的治癒と医学的な治療

と申しておりますが、対社会的な治癒と申しますれば、同時に解放、社会復帰ので

きる状態になつた治癒を対社会的な治癒と仮にそういうふうに名付けております

が、これは早期に入れば入るほどどういつた治癒率が進み、対社会的な治癒率が高

まつて参るのであります。癩の自然治癒ということは決して不可能ではないのであ
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りまして、私どもの経験からしましても、それほど特効的な治療をしないでもかな

り治つて参るのであります。戦争中傷痍軍人癩を私ども取扱いましてこのことがか

なり私どもはつきりしましたと思います。由来傷痍軍人癩患者は、当時軍隊におり

まして、軍の衛生管理下に置かれておりましたために、早期に発見されて強制的に

療養所に後送、送致されて参りましたために非常に、いわゆる治癒率がよかつたの

でありまして、私どもは十七・八％だけ対社会的の治癒をさせて退所せしめた経験

を持つております。併しどうしてもこれはさつき光田園長からもお話がありました

ように、癩といえども再発がないのじやないのでありまして、約十五％の復帰があ

りまして再び入所いたしております。或いはもつと多いかもしれませんが、とにか

く再発をいたしまして帰つて来たのが約十五％であります。」 

（予防効果） 

「それから予防効果の問題でありまするが、私は癩は努力すればするほどそれに比

例して効果が挙るものだと思つております。反対に折角やつた癩予防対策も中途半

端なものでありますれば、いつまでも解決いたしませんで長く禍根を残す。癩問題

はやるならば徹底的にやるという方針をとつて頂きたいと思います。いつまでもだ

らだらやつているのは禍根をいつまでも残すだけでありまして、この際若しおやり

になるならば徹底的にいわゆる完全収容、根本的に解決をして頂くということにし

て頂きたいのでございます。」 

（名称改変） 

「それから名称改変の問題でありますが、アメリカではすでにハンゼン氏病という

ように一般に申しております。癩は結核と同じように慢性伝染病であるにかかわり

ませず、癩に対しましては昔から宗教的、迷信的な偏見が付きまとつておりまして、

天刑病だとか、業病だとか、遺伝だとか、不治だとかいうような特殊な考え方が一

般に支配的になつております。従いまして患者自身の苦痛は、病気による肉体的な

苦痛だけでございませんで、患者自身は勿論、その関係者はこういつたような特殊

観念に基きまする対社会的な重荷に苦しんでいるような実情であります。癩に起因

いたしますいろいろな悲劇、これは新聞の社会面の深刻な記事として問題になりま

す。いろいろな癩の社会的な悲劇はすべてここに胚胎しておりますので、このよう

な偏見を除去いたしまして、癩を一般に科学的に認識せしめまして、こういつた癩

患者の対社会的な重荷をとつてやるということも、癩問題解決の大きな私は役割だ

と考えております。」 

（戦争との関連） 

「癩も結核と同じように慢性伝染病でありまして、私どもはさつき小林所長からも

お話がありましたように、感染と発病は別個だと考えております。従いまして戦争
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にでもなれば結核が殖える、軍公務に関連して患者が殖えるだろうということは当

然予想しておつたのでありますが、果して日華事変勃発以来、太平洋戦争終結まで、

相当の軍人癩患者が出まして、私個人の推定では約六千と推定いたしております。

戦時中は軍当局並びに恩給局当局も、癩発生の軍務起因性を認めまして、これまで

癩は二等症である、癩は軍勤務に関係がないとして何等恩給法上の恩典に浴してい

なかったのでありますが、今次戦争の経験によりまして、癩患者の、癩発生の軍務

起因性が認められまして、今後結核と同様に一等症として癩患者も恩給の恩典に浴

するようになつたのであります。戦争の影響によりまして癩の増加することは従来

の歴史にも見られていますことでありまして、戦争中並びに戦後におきましては当

然癩が増加するであろうということが考えられます。併し戦争状態の回復に従いま

して癩も又当然減少して来るとは考えますが、この際癩予防対策の度を決して緩め

ないように、 後の完全収容に向つて努力を傾注して頂きたいのであります。」 

（行刑問題） 

「それから 後に癩患者の行刑問題でありますが、厚生省の努力によりまして、法

務府もいよいよこれをやることになりまして、只今惠楓園に癩刑務所を建設中であ

ります。昭和二十七年度から法務府は癩に関する行刑の業務を開始することにして

おりますが、私どもいろいろなことが予想されるのでありまして、たとえ癩刑務所

ができましても、この癩の行刑を徹底させますためには国といたされましてもいろ

いろな点で十分なる準備と考慮を払つて頂きたくお願いいたします。詳細具体的な

ことは時間がありますれば懇談の席で申し上げたいと思います。以上であります。」 

 

第２ 質疑応答 

 

１ 強制収容規定 

（質問）谷口弥三郎委員 

 先刻来いろいろお話の中にも出たようでありますが、癩の患者も浮浪者とか或い

は貧困者というのはかなり収容されて、残つているのはいわば沈澱しておる在宅患

者である、これを強力に収容するというのには、現在の法律では強制的にこれを収

容することがなかなか不可能であるというようなお話もありましたのですが、実は

この前の小委員会をやりました当時、厚生省のかたあたりからの話を聞くというと、

今の癩の予防法でも収容は強制的にできんことはないというような、そう心配はな

いようなお話があつたりしておるのですが、実際は如何でございましようか。 

 

（回答）参考人（光田健輔・長島愛生園長） 
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 実際は私今一、二の例を挙げますが、今から三年前に山口県の柳井ですか、柳井

の或る農業会の理事をやつておる人で癩になつた、耳の所に一つの結節ができてお

つた、それで私に県庁でここへ行つて見てもらえないかというのですね、それでそ

れを見ましたところ、これは癩菌がどつさり出るのです。あなたはやがて顔一面に

出て来るぞ、治療せずにおつたら、……早う入りなさいと勧めたんです。はいはい

入ります。が併し家庭を整理しなくちやなりませんから一度帰して下さいというこ

とで、これを私は信じてすぐ帰してやつた。けれども、これは県庁でもどこでも皆

この患者については注目しておりまして、農業会の理事でございますから、それで

県庁からもそれから数回行つて催促する。そうするとそのときに、いや今いません

とか言つて、家におるのでしようけれども、なかなか応じないのです。もうこれは

再三再四県庁でも手古摺つてしまいまして、手錠でもはめてから捕まえて、強制的

に入れればいいのですけれども、今のなんではそれがやりかねるのであります。多

少知識階級であつて、議員さんにも話したり、村会でも威張つていたというような

ことになつているのですから……。それから又この間その患者を見に行つたところ

が、もう顔面にたくさんの結節ができましてひどくなつておる、それでもなかなか、

いや、私は自分で入ります、県庁がなんぼ言つて来たつて入りません、こう言うの

でございます。そうすると県庁の知事の何とかというもので伝染の危險のある患者

に対してはこれを収容することができるというのですけれども、それがもうそうい

うようなちよつと知識階級になりますと、何とかかんとか言うて逃がれるのです。

そういうようなものはもうどうしても収容しなければならんというふうの強制の、

もう少し強い法律にして頂かんと駄目だと思います。 

 

（回答）参考人（宮崎松記・菊池恵楓園長） 

「今の現在の法律では私どもはこの徹底した収容はできないと思つております。そ

れは今やつております今の法によりますと、勿論罰則は付いておりませんし、いわ

ゆる物理的な力を加えてこれを無理に引張つて来るということは、これは許されま

せんし、結局本人が頑強に入所を拒否しました場合には私はできない、手を拱いて

見ておらなければならない。幾ら施設を拡充されましても、そういつたいわゆる沈

澱患者がいつまでも入らないということになれば、これは癩の予防はいつまでたつ

ても徹底いたしませんので、この際本人の意思に反して収容できるような法の改正

ですか、そういうことをして頂きたいと思つております。実は九州では強力に収容

を今促進いたしておりまして、参りますと、何回も発見をし、検診をして勧誘をし

ているから、行つて見ますと、逃げておつて藻抜の殻だ、それで明け方に踏み込ん

で行くということになります。そうしますともう家宅侵入罪だとか何とかいうこと
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で問題になつて来る。結局私どもは現在の法律ではどうしてもやれませんから、検

事正と話をいたしまして、実はこうこうだ、検事正も今の予防法では、あれは本人

の意思に反して無理に入れるということは私どもできないと解する、併し実際はそ

れをやれなければならないのだから、万一これに関連して事件が起つたら、検事正

として前以てそういう了解を持つているから、まあおやりになつてもいいから、一

つ心配なくやつてくれ、それから警察隊長も、国警の隊長も、いやそれは事情はわ

かつていますから、若し万一問題が起つても、適当に処理しますからやつて下さい

というだけでやつておるのであつて、これはそういうことでなく、私どもは何らそ

ういう心配なくやれるようにして頂けませんと、癩予防の徹底は今の時代におきま

してはできない。 終段階に来ておりますから、従来の場合と違いますから、従い

まして法の改正もそれに即応するような、応ずるような法を作つて頂かなければ無

理だと思います。」 

 

２ 逃走罪規定 

（質問）谷口弥三郎委員 

「続いてお尋ねしたいと思いますが。先刻のお話の中にもちよつとあつたのですが、

療養所の中から折角収容した患者がすぐ出て行くというような場合には、お話のよ

うに又収容しようとしてもなかなかできぬということが思われますが、なお同時に

患者の自治機構というふうなお話がありましたが、何かそういうようなものに対す

る制裁か何かあるでしようか、全体の自治機構とでも言いますか、そういうような

お話を聞くことができれば結構です。」 

 

（回答）参考人（光田健輔・長島愛生園長） 

「初めにおつしやいましたところの患者の逃走ということですね、これは何ぼ入れ

てもですね、その網の目を潜つて逃走するのでございますから、逃走するのは、私

どもは逃走しないようにですね、長島という所は海の中にあつてどこへでも船で行

かなければならん、ところが船を買収しましてですね、これは以前は百円ぐらいで

向うの地まで送つてくれましたが、今では千円、二千円ほど漁夫にやつて、そして

向うへ逃げて行くと、こういうわけです。夜のうちに逃げて行く。そうしてあとは

追跡するのですけれどもわからなくなつてしまう。それからこの逃走に対する一つ

の罰則というものがどういうふうにあるか、今のところでは逃げたら逃げつ放しな

のです。何ぼ入れても又逃走する。それから小島の春の中に出て参りますが、その

患者が……ここで申上げても秘密嚴守を破るというわけではないだろうと思います

から申上げますけれども、その患者も五、六度岡山県と協力しまして長島へ入れた
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のです。ところが妻君が連れに来るのです、船を持つて。そうして又数ヶ月家にお

る、五、六回出入りをしております。そういうようなものはですね、逃走罪という

一つの体刑を科するかですね、そういうようなことができればほかの患者の警戒に

もなるのであるし、今度は刑務所もできたのでありますから、逃走罪というような

罰則が一つ欲しいのであります。これは一人を防いで多数の逃走者を改心させると

いうようなことになるのですから、それができぬものでしようか。」 

 

（回答）参考人（林芳信・多摩全生園長） 

「院内におけるそういう秩序を紊すような場合には所長に懲戒の権限が多少与えら

れておりますけれども、外でもう始終惡いことをしておるとか、それからたまたま

警察に挙げられて処罰を受けないですぐ療養所へ送られたという場合には普通の市

民として受入れなければならんのであります。所長には何にも権限がないのであり

ます。そのまま収容しなければならん。それで又そういう者は院内へ入れても惡い

ことをする、又すぐ逃げてしまうというような結果になるのでありますが、そうい

うようなことがたびたび行われておるのであります。」 

 

３ 癩刑務所の設置 

（質問）谷口弥三郎委員 

「次にお伺いしたいのでありますけれども、先刻お話の中にもあつたようですが、

癩の刑務所が今回初めて熊本の惠楓園にできた、あれはどういうわけで刑務所が熊

本に設置されるようになつたのでありましようか。」 

 

（回答）参考人（宮崎松記・菊池恵楓園長） 

「それにはいろいろ事情もありますでしようが、全国に、北は青森から南は鹿児島

まで全国に十ヵ所の癩療養所がありまして、わざわざ南の場所にたつた日本で一つ

の癩刑務所を持つておいでになつたかということでありますが、これは私どもはど

うもああいう施設は、直接隣にああいう施設のあることは、患者の精神的な面から

申しましても、私どもといたしましてもお引受けは困ると申しましたけれども、結

局九州にできましたことは、私といたしましてはこういうふうに理解しております。

九州は今光田先生もおつしやいましたが、全国の癩患者の三分の一を収容しており

ます。疫学的に申しますとこれは大陸病でありまして、南のほうに行くほど多いの

でありまして、日本の癩は北のほうからだんだんなくなつて 後に九州におると、

従つてああいう国の唯一の施設は当然 後に残り、 も多い所に持つて行くべきだ

ということで法務府として刑務所を熊本に持つておいでになつたのではないかと、
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こういうふうに理解しております。」 

 

４ 名称変更 

（質問）谷口弥三郎委員 

「次にお尋ねいたしたいのでありますが、先刻のお話の中に癩の名称をハンゼン氏

病、ノルウエーの国のハンゼンさんの名前をとつておる。これは癩病ということは

普通知つておりますからハンゼン氏病と変ればみんなが一時は知らんようなふうに

もなれるだろうと思いますが、この病名の変更のことにつきまして何か特別のお考

えがございましたら…。」 

 

（回答）参考人（林芳信・多摩全生園長） 

「アメリカでは相当ハンゼン氏病としたらいいじやないかというような議論があり

ます。或いは一昨昨年ですか、キユーバのハバナで万国大会が開かれましたときに

もそういうことがありました。併しこれは一時多少、そういう病名にすれば一時は、

ちよつとのことで、結局はああ癩病のことだなということになりますと、元の通り

になるのではないかと思いますし、一つは学問的にはまだ世界各国で取上げられて

はおりません。日本でも癩学界あたりで諸学者の意見を聞いて、その上で採用する

ならば採用するというふうにしたらどうかと思います。」 

 

（回答）参考人（光田健輔・長島愛生園長） 

「ちよつと癩ということは体裁が惡いから、大学あたりはＬと言つておられる、そ

れとＨＤということは同じ意味になるのではないでしようか。慣つになるとすぐ夜

でもわかるのですが、だからこれを法律からすべてのところからハンゼン氏病とい

うふうに日本で変えるということについては、子供みたいな話ではないかと私ども

は考えるのであります。」 

 

５ 癩救済事業（貞明皇后記念事業） 

（質問）谷口弥三郎委員 

「次にお尋ねいたしたいのは、先刻来お尋ねした項目の中にもございましたが、貞

明皇后様の記念事業というのはすでにそとのほうで、国会外におきましては、立派

な今度は寄附の募集、二億二千万円もの募集を始めて、いろいろな方面に使うとい

うことになつておるのですが、私どもとしても、この参議院の厚生委員会内にあり

まする癩の委員会でも貞明皇后様の何か記念事業をしたいという言葉が委員会でも

言われておりますが、皆様がたとしては記念事業として、仕事はどういうのが も
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適当であるというふうなお考えがございましたら一つ……。先刻来少し話は聞きま

したけれども、なお改めてお伺いしたいと思います。」 

 

（回答）参考人（光田健輔・長島愛生園長） 

「貞明皇后様の御奬励によつてこれが非常に影響して、参衆両院でも癩の病床増加

ということについては、絶対隔離までにも至るというようになりましたことは誠に

有難いことです。それで日本の癩予防事業というものは、まあこれは数えようによ

つてまだまだ一万も二万もあるということを言いますけれども、これは根拠のない

話なんでありまして、大体においてはもう九十％は収容ができるような設備になつ

たことは誠に有難いことです。貞明皇后様のようにお食事を廃し、衣服の量を廃せ

られて、それを節約してそしてその癩患者を救済されたということは聞かない。ル

イ十二世でありますか、死ぬ時に私が死んだ後にはこのフランスにある二千の療養

所に私の遺金を皆寄附してくれとおつしやつたということが癩病の書籍の歴史的の

一項目になつているほどの説があるのでありますけれども、貞明皇后様の思召しは

私こういうところから来たのではないと思う。見苦しい者が浮浪徘徊をするから何

とかしてあれを救つてやるというような思召しであろうと思うのです。今日は一番

私どもが困ることは、朝鮮の癩患者が昔の日本の浮浪者の代りをしておつて、これ

が盛んに内地に伝播せしめておる。それで私どもは先ず日本のことを差しおいてと

いうわけじやございませんが、日本が一番模範的に隔離事業を実行して行き、又他

国に一つのお手本を示してやるということが貞明皇后様の思召しにもかなうことで

あり、又世界的に今癩の問題をこれほどはつきりしたことをやつた所は殆んどない

と私は思つておるのでありますから、今、日本の救癩事業というものが私は も世

界で進んでおると考えるわけでありまするから、この予防法等についても、広くこ

れを世界各国に知らしてやりたいと思う。早くそうしなければもうアメリカあたり

で宣伝されるというと、それを本当のようなことを言う患者のごときは、癩は肺及

び梅毒のごとく伝染性はないわけであるから、癩患者をそんなに家族から隔離する

必要はないというような議論をする人もある。それによつて癩患者それ自身もアメ

リカあたりでは結核、梅毒において選挙権、被選挙権が一つも侵害されない。癩で

も近来は与えられている。そうすると被選挙権も癩患者にあつて然るべきものであ

るというようなことを申すのがございますのです。患者間の有力者というものはそ

ういうことを世界に宣伝しておる。ところが癩と結核は全く別でありまして、皮膚

の上皮層の〇．一ミリか〇．二ミリの下には微菌の膿があるのですから、その微菌

の猛毒質の群集があるのです。鼻の粘膜からは出、口の粘膜からは癩菌が飛ぶとい

うようなことになつておるのであります。それでこういうようなわかりもせんとこ
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ろの学者がおつて、そんなつまらんことを患者に言うておるのですから、そういう

ふうなことは誠に私は遺憾千万だと思うのです。結核および梅毒の病巣と癩の病巣

との差は、それは紙一重の下にある菌と、それから深部にある菌との差があろうと

思うのです。そんなに上皮が蔽つておるものは開放的でないというふうには言えな

いと思うのです。蚊にもくちばし、それから蠅にも血を吸うくちばしがあるし、そ

れからダニ、疥癬ですね、これらによつて血と共に癩菌が運搬せられる。これはも

う癩病のはやつておる所ではうつるもの、だからこの癩の病巣と……このことをこ

こで申上げるのは甚だつまらんことを申すようであるが、まあ世間の人はそういう

癩患者の宣伝にもごまかされるから私は申上げるのです。日本の学者といえども、

神経癩は移りはせぬ、それは外へ出してもかまやせぬというようなことを言う人が

あるのであります。それはもう少し病源というものを追究して行けば、神経癩であ

ろうと、癩の名のつくものは私どもはやはり隔離しておかねばこれはうつるものだ

というふうに考えるのであります。」 

「日本の救癩が次第々々に効を奏して三分の一にもなつたということと同時にステ

ルザチヨンをやつて、そうして療養所にどんどん婦人も入れる、男子も入れて、そ

れが本当に予防の一番大事な眼目である」 

 

６ 総括（強制収容規定の必要性） 

（質問）中山壽彦委員 

「先刻来お話を聞いておりますと、癩の予防法というものも現状に即するように至

急改正をしなければならんということを痛切に感じておりますが、強制収容ができ

るかどうか。以前と違いまして今日は保健所が処理するので警察の力というものは

何も及んでおりませんから、強制収容ということも事実においては非常に困難じや

なかろうか、こういうふうに考えます。或いは先刻お話のように逃亡する人もある、

これを取締ることも警察がなくてはできぬと思います。そういう点を一つ何とか御

考慮願い、又私どももよく考えまして、至急政府当局とこういう点につきまして協

議を進めて行きたいと思つております。」 

 

（回答）参考人（宮崎松記・菊池恵楓園長） 

「強制収容の問題ですが、これは以前は癩行政は警察行政の中に入つておりました

ので、いわゆる警察権を以てかなり強制ができたのですが、現在は保健所関係にな

つております。先刻も話しましたように、保健所とか市町村に委しておきましては

いろいろな事情が纒綿しまして、事実癩の仕事はできません。熊本県などでは、癩

に限つては県自体が直接やるということにいたしております。これは私ども強制と
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いうことは、言葉はどうかと思いまするが、社会保障の徹底によりまして、かなり

強制しないでも収容し得る状態になすことができる。で保育所とか、養老院とか、

そのほかの施設をこの際拡充強化して頂いて収容の裏付けをして頂く。ところがそ

れでもなお患者が収容を肯じない場合が予想されますし、又現にあるのであります。

そういう場合にどうするか、そういう人の意思に反して収容する法の裏付けがない

限りはこれはできませんので、その点を一つお考え願いたいと思います。それから

逃亡の問題ですが、これは事情を聞きますと止むを得ないことがありまして、私ど

もから言わせますと、収容の場合にもう少し手を盡してもらえばよかつた、例えば

家庭的な問題が未解決のままに送り込まれて来ると、本人はどうしてもその未解決

の家庭的な問題が気になりますために帰る。それで逃亡する。これは療養所といた

しましてできるだけ取締りますが、刑務所と違いまして拘束する施設でありません

ので、出たらこれは止むを得ないのであります。ところが衛生をやつております当

局から言わせますと、多額の旅費と多大の人手と多大の労力を費してやつと一人送

り込んだと思つたら、もう暫らくすると逃げ帰つておるということはこれは非常に

当局から言わせると不都合なことで、この療養所当局の責任を追究されるのであり

まするが、癩問題の難点はそこにあるのでありまして、そこをよく分析いたしまし

て徹底するようにいたしませんと、癩の徹底的な問題は解決できません。これから

は癩問題の 終的な段階に入りますから、従来のような生やさしいことでは解決が

できないと思います。」 

 

第３ 「三園長証言」直後の国会審議（参議院厚生委員会） 

 

○梅津錦一委員長 

「癩に関する小委員長の報告をお願いいたします。」 

○谷口弥三郎委員（らい小委員会委員長） 

「１１月８日に癩の学会長、国立療養所長…など６名の参考人から貴重な意見を得

たのは既にご承知の通りでございます。先ず参考人の意見を要約いたしますと、次

のようになります。」 

「癩予防法改正問題でございます。その一つといたしまして、癩患者は予防法制定

当時におきましては、主として浮浪者を対象としてありましたため、比較的容易に

収容ができたのでありますが、現在ではその収容が極めて困難でありまして、本人

の承諾などをも容易に得られませず、又勧誘職員に危害を加えましたり、或いは収

容しても脱走するなどの実例が少くないのであります。而も現行の予防法におきま

しては、都道府県知事の入所権限では不十分につき、法を改正して完全収容のでき
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るようにしてもらいたいとのことでございます。その二に、在宅患者を収容するた

めに社会的措置が必要である。即ち家庭の中堅者として働いていた者を収容するた

めに、その残りの者の生活を保証する養老院の施設、保育所の設備などを考慮する

ことが必要であるということを申しております。その三に、療養所の管理上、患者

の脱走、傷害、その他に対する収容の秩序維持に関する規程を整備する必要がある

と申しております。」 

「本小委員会におきましては、爾来三回に亘りこれら参考人の意見を参照し、なお

癩予防の現状等により慎重審議を重ねました結果、癩研究所を急速に設置すること、

癩予防法の改正を行うこと、らい療養所職員の待遇改善をなすことについては、速

やかに適切なる措置を講ずべきであるとの結論に到達した次第でございます。」 

○梅津錦一委員長 

「今谷口癩小委員長のほうからの御報告、御承認を願えるでしょうか。」 

（「異議なし」を呼ぶ者あり） 

「御異議ないものと認めます。」 
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第２節 隔離法廷に関する国会議事録 

 

第１ 大臣・政府委員答弁等 

 １ 昭和２２年９月１８日 衆議院厚生委員会 

  ○一松定吉厚生大臣 

   「犯罪者である癩患者に對して裁判の取扱いは、どういうことであるかとい

う御意見でありますが、御承知の通り、癩患者の犯罪は多く癩療養所内におい

て行われるものよりも、外部において行われた犯罪が多いのであります。そう

いう犯罪のあつたときに、これを普通裁判所に送つて、そして公判を開いて判

決を下して、あたりまえの刑務所に入れて、苦役に服せしむることがいいか、

あるいは檢事の方において起訴猶豫という處分によってこれを癩療養所に入

れて、改過遷善の貫をあげさせ、一面には懲戒の貫をあげるということがよろ

しいかは、その事件を取扱います檢事の考えに一任することが今日の便宜主義

の刑事訴訟法では適當であると考えて、今では癩病患者が外部において犯罪を

犯にましたようなときには、裁判所に送らずして、これを癩療養所に入れて、  

外部に傳染することを豫防すると同時に、それらの改過遷善の貫をあげるよう

に努めるというような方法によつておるのでございますが、私はこれはどちら

がいいか。通常裁判所にまわして起訴して、普通の裁判によつて判決を言い渡

して、そうして普通の刑務所に入れて他の囚人と相伍してその刑期に服せしむ

るのがいいのか、あるいは今のような便宜主義がいいのかということは、これ

は研究の餘地がありましようが、私の考えでは、今のような便宜主義の方が癩

を豫防する上においてよろしいのである。ただ問題は療養所におけるそういう

ものに對しての處遇の方法が、ただいま御指摘に相なりましたような不都合な

ことがあるということを是正すればその方がよろしいように考えるのであり

ますから、この點につきましては、さらに有力な御意見があれば承つて適當に

處理いたしたいと考えております。」 

 ２ 昭和２２年９月２６日 衆議院厚生委員会 

  （武藤運十郎委員・日本社会党） 

  「それでは草津栗生樂泉園に調査に參りました御報告をごく簡單に申し上げま

す。詳細につきましては、後日書面をもつて提出をいたしたいと存じます。調

査期間は九月の二十日に出發をいたしまして二十三日に歸つてまいりました

から、都合四日間でございます。大體においてその期間に調査を終了いたしま

した。參りました委員は飯村泉君、それから小暮藤三郎君竝びに私でありまし

て、指名されました野本品吉君は何かの御都合でお見えがございませんでし
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た。 

   調査の對象は、大體におきまして問題になりました人權蹂躙問題、職員の不

正事件、患者の待遇改善要求問題等でありますけれども、私どもはただ現に起

つておりましたさような事件のみを調査するのではなく、この事件を通じて國

家の癩對策がどういうふうに行われているかということを、廣い立場から調査

することに努めたのでございます。 

   大體において人權蹂躙問題を第一に取上げてみましたが、まず問題になつて

おりますいわゆる特別病室というのは、まことに今の世の中には珍しいもので

あります。その構造も中世紀的な、ほんとうに牢獄という感じのする所でもあ

りまして、フランス革命當時のバスチーユ監獄を想わせるようなものでありま

す。これは昭和十四年に厚生省によつて設計されたものであるということを聞

いておりますけれども、この特別病室を設計實施した責任者の責任を追究する

とまで言われているくらいひどいものであります。投獄の理由もまことにでた

らめでありまして、ただ投獄する場合には、特別病室名簿というものがござい

ますが、その名簿に一人について一行簡單な理由と、投獄の日と、出た日と、

その結果が記されておるのでありますけれども、投獄の理由などもでたらめで

あり、投獄した期間、出た日等もでたらめであります。たとえば酒井テイとい

う女の人、これが三百九十日間投獄されておりましたが、その者の告白すると

ころによりますと、夫が大阪の方で盗んだ品物の自轉車を買い受けたという理

由で逮捕されて送られてきたのでありますけれども、帳簿の上では賭博という

ことになつております。それで酒井テイはその妻であるという理由で連坐刑に

處せられて、夫婦とも一緒に投獄されたのであります。しかし酒井テイの投獄

の理由は賭博ということになつておりますが、ただいま申し上げましたように

何ら犯罪關係はないのであります。夫の滿八十山（マンヤソヤマ）という人は

一番長時間投獄された者でありまして、五百三十三日投獄されておりますが、

妻の酒井テイというのはやや短く、三百九十日間で出てきております。その特

別病室にはいつておる間の食事なども、いわゆる箱辨でありまして、ごく少量

の食事に梅干が一つつけて入れられております。朝はみそ汁らしいものが一囘

出るそうでありますが、その他には何ら副食物というものは添えられておらな

いような實情であります。人間の生命を維持するのには非常にむづかしい數量

の食事であります。衣料入浴等もほとんど與えられておりません。從いまして

非常に健康も低下し、御承知の通り草津は非常に寒い所でありまして、零下十

六度、二十度ということになるのだそうでありまして、冬季における凍死者が

續出をいたしております。なおふとんを破きましてなわをなつて縊死をした者
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も數人あります。特別病室の中にはいつてみますと、その中に非常に深刻な落

書が見出されます。それを見ますと、いかにこの病室で患者が呻吟をしたかと

いうことがわかるのであります。特別病室へ入れる目的というものは癩患者の

中の重い犯罪を犯した者を入れるということで初めは出發したものでありま

す。園内における規則を破つたとかなんとかいうごく輕微な違反者に對しまし

ては、別に監禁室というものができておるのであります。しかしながらこの監

禁室に入れるべき者をそこに入れないで、重監獄と稱せらる特別病室の方に全

部收容いたしまして、監禁室は使つておらないというような實情であります。

もつと詳しく申し上げたいのでありますが、大體申し上げますとかような状態

でありまして、患者側がこの特別病室に收容された人權蹂躙問題を取上げてそ

の經過や實情を報告いたしましたが、行つてまいりましてそのことが大體にお

いて事實であるということを確認いたした次第であります。厚生省は調査團を

數囘にわたつて派遣されまして、この特別病室のこともお調べになつたことが

あると思います。そして早速これは取壞すというようなことを醫務局長も言明

されたそうであります。まことに結構なことでありまして、これは取壞すのが

あたりまえである。責任者も取調べの上處罰をされるということを患者に言明

されたそうであります。これも當然なことであります。取壞しも至急しなけれ

ばなりませんし、責任者の斷固たる處置もとらなければならないことを私は痛

感するのでありますが、ただ問題はそれだけによつては解決しないと思いま

す。癩患者にも御承知の通り相當大きな犯罪を犯すものがあるのでありまし

て、この癩患者の犯罪というものをどういうふうに裁判をし、どういうふうに

教化をするのかということになりますと、何ら建設的な機構なり、法規なり、

處置なりが講ぜられておらないのでありまして、取壞したあとの問題が私ども

はなお大きな問題であり、責任者を處分したあとの問題がなお大きな問題であ

る。これは政府に課せられた も大きな問題であるというふうに考えてまいつ

た次第であります。」 

 ３ 昭和２２年１１月６日 衆議院厚生委員会 

  ○一松定吉厚生大臣  

  「國立療養所樂泉園の問題に關しまして、本日はひとつ詳細に御報告させてい

ただきたいと思います。ただお願いいたしておきますことは、私はその大體を

申し上げまして、私の考えております結論を 後に申し上げ、事柄の内容につ

きましてはそれぞれ事務當局から答えさせることにいたしますから、さよう御

了承を願いたいのであります。 

   まずおもな點から申し上げてみたいのでありますが、特別病室という監獄に
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も勝るような恐ろしい部屋に監禁しておるという事實に關しまして、率直に申

し上げますが、そういうことがございます。そういうようなことがありまして、

私はこの報告を聽いて實に驚いた。武藤委員が憤慨なさることはこれは當然

だ。昭和の今日にこういうことが行われておるというようなことは、特に私が

以前司法官であつたという立場からも、刑務所等のことをよく承知しておる關

係からも、實は驚いておるのであります。ところがこれに對しまして、かくの

ごときことをしなければならなかつた沿革もありますから、その沿革だけはひ

とつ皆さんに申し上げて御了解を得ておきたいと思うのであります。これはこ

の問題に關する關係者等に對する將來の處罰の問題等にも影響いたしますし、

また皆さん方の御關心をも和らげることができようと思いますから、ぜひ御聽

取を願いたいのであります。 

   まず一般問題として總論的に申し上げてみたいことは、癩病患者であつて、

罪を犯した者が全國にずいぶん多いのであります。そういうような者を癩病患

者であるからと言つてそのままに放置することはできません。そこで惡質な者

は檢事が調べて裁判にまわし、法廷を開いて裁判の言い渡しをする、これは當

然の處置であります。そういうことをいたしますときにおいて、一體どういう

ような惡結果を生ずるかと言いますと、その者を刑務所から裁判所に送り迎え

するときに、これを馬車に乘せ、あるいは今では自動車に乘せる。そうすると

御承知の通り癩病は空氣傳染ではありません、感染するものでありますから、

そういう者を一人よりほか馬車に乘せられない。一人の者を乘せて運轉手一

人、看守が一人、もしくは兇暴な者になりますと、看守二人で裁判所に送り迎

えをする。送り迎えしますと、それを法廷に立たせるといすに腰かける。もし

くは腰掛に腰かける。そういうようなものは特別の專用のものでなければでき

ない。專用のものにしなければ、ほかの裁判を受ける者をそれに腰かけさせる

ということによつて感染させるというおそれがある。いすに腰かけさせる。い

すがそうであるし、前のテーブルに手をつける。そのテーブルもその人間のた

めに特につくらなければならぬということになりますと、たいへん國家の費用

を要するのみならず、そういうような者の送り迎えをする看守であつても非常

に忌みきらう。そういうようなことが自然に馴致せられましてこれは困る。こ

んなことは全國でやられると困る。何とかこれを考えなければならぬというこ

とから、檢事局もしくは警察において、それらの者を調べるときに、どこかこ

ういうような者を專門に入れるような病院をこしらえて、そこに送ろうじやな

いかということがだんだん馴致されたのです。また警察方面もそういうことを

非常に心配しまして、惡質の癩患者を調べるときに、別房に入れまして別仕立
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ですべてのことをしなければならぬ。警察の者はこういうことを調べるのに非

常に弱る。調べた結果、檢事局に送りますと、檢事局でも檢事局に備えつけて

あるいすや腰掛、机を皆一々消毒しなければならぬ。檢事も差し向いで調べて

おると、向うのつばきがかかるので、俺にうつりはせぬかということで檢事も

そういう者を調べることをいやがる。そういうことのためにも、癩患者という

とすぐにどこそこに送つてしまえとこう言う。そうするとその地方のそういう

ような病人を收容する病院に送ると病院がきらう。そんな者を送られては困

る。結局彼らは日本のあらゆる土地において身をおく所がない。それでこれは

何とかしなければならぬということで、結局それは日本國中のどこか一箇所

に、そういうような者を收容する場所をこしらえようじやないかということが

事の起りです。これに對しましては、ここに一つこういう實例がありますから、

これを申し上げてみたいのであります。これは昭和五年の望月内務大臣のとき

に、日本における癩療養所の五箇所の院長が連名して望月内務大臣に願つた、

その要旨は非常に惡質の癩患者が強盜をやり、窃盜をやり、家宅侵入をやる。

初めのうちは仕方がないから、おつかないから不起訴にしてしまつておつた。

やればやるほど切捨御免だという考えでなおさらそういうことをやる。仕方が

ないから檢事局がそれを調べて、結局それを東京の全生病院へ收容しようとい

うことにしたのであります。ところが全生病院ではそんな者を送られては困

る。その困るというのは先刻申し上げた事情によつて困るということです。檢

事局の命令だ。だからぜひあなたの方でしなければならぬということで、拒ん

だけれども、結局これを收容しなければならぬということになつて、それでは

こういうものは惡質であり、しかも前科というものはないけれども、何遍も何

遍も惡いことばかりして裁判にまわし、監獄に入れなければならぬ者がこのま

まで放置されるということでは困る。何とかしてこれは裁判にまわして、刑務

所に收容していただかなければ困るということを、昭和三年望月圭介氏が内務

大臣であつたときに陳情書を出した。そこで内務大臣の方では何とかしなけれ

ばならぬと言つて司法省に交渉したが、司法省はそんな者を今入れることにな

ると、まつたく別の廳舎をつくらなければならぬ。檢事も困る、看守長も困る。

看守も困る。皆困るというので司法省もはね、内務省もはね、厚生省の方にも

つてくるということになつた。厚生省もそんな者を入れられては困るというこ

とになつて、結局どうすればいいかということでいろいろ考えた結果、それで

は特別に一つ病院をこしらえるよりほかなかろうというので、草津のここがそ

の地位に當たつた。そこでいろいろな施設をしようとするけれども、そういう

ような者を入れるために費用が出ないと言うておるときに、ちようど時たまた
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ま三井報恩會から二百萬圓という金を慈善事業のために寄附してくれた。これ

はいいからというので、そのうちの七千圓という金をもつて樂泉園に昭和十四

年に特別病室をつくつてそこに入れることにした。このときの話をいたします

と、三井の方でも一體そういうような惡質な者を入れて、しかもそれらの者が

逃亡しないように、それらの者が再び罪を犯さないようなことをするために、

私の方からせつかく出した二百萬圓のうち、そういう方面へ七千圓も使われて

は困つたことだという不平を受けたけれども、できたことである。國家のため

ならやむを得ぬということで、泣寢入りになつた。そういうことでこの特別病

室というものができた。ところが特別病室ができたがために、ずいぶん人權蹂

躙というそしりもありますけれども、非常に功績をあげておることがある。何

かというと社會秩序がこれによつて大分保護された。今までは癩病患者が何を

しても切捨御免だからというので天下に横行したものだ。ところがそんなこと

をすると、お前は草津に送るぞというと、草津に送られては困るという。草津

という聲を聽いてふるえあがつて惡いことをせぬということになる。それがた

めに大阪の天王寺の附近、天和川の附近にずいぶん惡質な癩患者がおりまし

た。それから香川縣の金比羅様、熊本の本妙寺、行つてごらんになつた方はわ

かりますが、そういう所に惡い者がいて、惡いことをしても切捨御免であつた

のが、草津へ入れられるということを聽いてそれはたいへんだぞ。世の中でも

監獄よりひどい所だといつてふるえあがつて、惡いことはできないというの

で、彼らも逃げるというようなこともせず、惡いこともせぬというわけで、非

常に秩序が保たれた。こういうことがありました。それから全國から惡質な者

をことごとくほかの病院へ入れずしてそこへ送る。送るにも汽車に特別な室を

設ける。そういうものは周圍のほかのものにうつらないように設備を設けて送

る。そうして特別病室に入れられるということで、彼らも惡いことをせぬでこ

れらの者が靜かになつたというようなことはある。そこで特別病室に入れられ

るということになると、逃げられると困るから逃げることを防ぐためにいわゆ

る窓格子をこしらえ、鐵格子をこしらえるというようなことをし、多少膺懲す

るというような意味があつたらしい。でありますから構造が非常に嚴重であつ

て、光線も十分にはいらないというような設備が設けられてそれが八つほどあ

る、私はまだ見に行かぬけれども、いずれそのうちに行こうと思うのですが、

こういうようなことは絶對にいかぬということで、それは今では使わないこと

を命令いたしまして、使つてはおりませんが、武藤委員が御調査のときなどは、

確かにこういう事實があつたことは間違いありません。でこれが昭和十四年に

できましてそれから今日までの間、九十二名を確かにこれに監禁した事實も武
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藤委員の御調査の通りで、その九十二名の住所氏名も明らかになつております

が、それはただいま省略いたします。その中で十二名という者が死んだ事實も

間違いありません。こちらは十四名死亡とありまして、武藤委員の御調査では

十二名ということになつておりますが、まあ十二名死亡いたしました。それか

らその死亡したのが多く寒冷の時期、すなわち十一月から二月ころの間に死亡

した者が、その中の九名はそうなつておることも事實であります。どういうわ

けでそれがそういうことになるかといいますと、武藤委員の言われたように、

薄い着物を着せ、ふとんもちやんと與えず、凍死せしめたものだというような

ことは、これは觀察のしかたでいかようにもなりましようが、とにかく冬の寒

いときに、シヤツを與えるか與えぬか、あわせ一枚は確かに給與しておつた事

實はある。ふとんは煎餅ぶとんが敷ぶとんと蔽いぶとんがあつたということだ

けは間違いない。ところが御存じでありましようが、あの草津という所はずい

ぶん土地も高く、温度も低いところであります。東京邊と違つてよほど寒さが

きびしい。それが冬の非常に酷寒のときに煎餅ぶとんで、煎餅敷ぶとんを敷い

てあわせ一枚を着ておるというようなことで、ずいぶん寒さを感ずることはこ

れは當然なことです。それがために多分死んだのであろうと推測されます。だ

から、凍死と斷定できるかできぬかは問題でありますが、とにかく十分な温度

を保つことができなくて、それが癩病患者という弱いからだにひどく冷氣を感

じたために、死んだのであろうと想像される。そういう事實は間違いありませ

ん。 

   それから食糧の點にいきましても、握り飯が二つくらい、梅干が一つという

ようなこともたしかそういうことがあつた。それからこれ以外にみそ汁という

ようなものをあげておつたのですけれども、カロリーが今のように二千四百カ

ロリーとか千九百カロリーとか、そんなカロリーはとうてい給與はできておら

なかつたことは私も認める。 

  …こういうようなことで、どちらにいたしましても、調査の結果から言います

と、武藤委員が痛烈な御質問をなさつたことは當然だと私は思う。武藤委員の

この御質問によって私は初めてこの事實を知り、初めて調査いたしました結

果、武藤委員の主張することのほとんど八割までは事實でございますから、私

としてはただちにこういう弊害は除去いたしまして、これらの關係者に對しま

しては、それぞれ行政上の手續をとりました。刑事上の問題も起るでありまし

ようが、それらの點については、承るところによりますと、前橋の檢察廳にお

いて相當調査をいたしておるということでありますから、これは司法處分をま

たなければ、その結果を今私から言明はできません。この以外のいまかい點に
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ついてもそれぞれみな調査ができておりますから、これらの點は事務當局から

詳細に御報告させていただきます。 

   後に私申し上げておきますが、こういうような不都合なことが今日までこ

の昭和の時代において行われておつたということはまことに申譯ございませ

ん。これはただちにこれらのことを是正いたしまして、ほんとうに人權擁護と

いうことに向い、明るき生活を彼らをしてさすような、哀れなるこれらの人々

に對して、樂しく明るくこれらの病氣を治して、そうして世人から疎んぜられ

る哀れなる患者をして十分に療養に努めさせて、一面には社會の秩序を亂さぬ

ようによく言うてきかせて、そうしてこれらの改善をはからなければなりませ

んので、それらの手は今著々打つております。また栗生樂泉園以外の全國の癩

療養所において、同じようなことが行われておるのじやないかという疑をもた

れるのも、これはやむを得ません。しかしながら今申し上げました特別病室な

んかというようなものはほかの所にはないのであります。ただ食糧問題とか、

あるいは衣料問題とか、その他待遇問題等について不都合なことがあるであり

ましようから、これらのことのなからしむるように、過般全國の癩療資所の病

院長を本省に招集いたしまして、十分にこれらのことのないように嚴重なる訓

示を加るておきましたので、徐々に改善せられることであろうと思いますし、

また將來私もこの議會が濟みましたならば、そういうような所を視察して皆樣

の御期待に反することのなからしめるように努力いたすということを、お約束

申し上げまして私の御報告を終りまして、あとは事務當局から十分に御報告い

たすことにいたします。」 

 ○東龍太郎政府委員（厚生技官） 

  「ただいまの大臣からのお答えと重複する點があると存じますが、一應この委

員會におきまして武藤徳田兩委員から御質問のありました各項目につきまし

て、逐條私どもの調査の結果を御報告いたします。 

   まず武藤委員からの御質問の點でありますが、第一は特別病室の監禁に關す

る問題、そのうちの第一の質問は、この特別病室開設以來九十二名の患者を監

禁しておる。しかもその期間は許さるべき二箇月を超えるものが多い、 長は

一年半にも及んでおる、平均四十日にも及んでおる。これは監禁といつても監

獄ではない。人權蹂躙ではないかという御質問であつたと存じますが、この事

實は、九十二名の患者を入れておりますこと、その他監禁の長さ等、これは事

實その通りでございます。 

   第二の御質問は、九十二名の監禁中手續關係書類の完備しておるものはたつ

た一つである。書類の不備なものは二十七件で、書類のないものが六十四件で
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ある。これは暗黒裁判である。この點を十分調査せよというお話でありますが、

厚生省の調査團が參りまして、倉庫等丹念に調査いたしました結果、入室關係

書類が整備しあるものは四十九件あります。これには必要なる書類が全部見つ

かりました。しかしその他の入室につきましては關係書類はございません。そ

の大部分は外部から、これらの監禁をせらるべき、いわゆる不良と稱せられる

患者を護送してまいりまして、それをただちにそのままこの特別病室へ入れて

しまうという事實がありますので、さような者については、この關係書類は完

備していないものと思われます。いずれにいたしましても當初武藤委員から御

指摘になられたただ一件よりないということよりは、よほど多數、四十九件ま

では正式の書類を見出し得たのであります。 

   第三の御質問は、監禁の例をお示しになつた二例でございますが、ともにこ

れは一種の連坐的監禁である。すなわち監禁せらるべきはずでない者が監禁せ

られておるというお話でありました。この點も調査したしました結果、事實御

指摘になりました者の監禁せられておつたことは事實であります。その事情を

調査いたしましたところ、第一の北牧つぐのという者が夫山田道太郎と一緒に

罪なくして監禁せられたことにつきましては、この罪なしということは事實で

あります。北牧つぐのも夫道太郎も、ともにこれは當然監禁せらるべきはずの

人ではなかつたようであります。不幸にしてこの二人は、他の八名の不良患者

と一緒に、東京の全生病院から送られてきたものでありまして、當時警視總監

から一括して、十名が不良患者であるという送監状がついておりましたため

に、その送監状によつて收監したのであります。誤つて二人に監禁室へ入れら

れた氣の毒な人であつたのであります。もう一例の齊藤俊次ということであり

ましたが、これは調査いたしますと齊藤新助という者でありまして、二十六才

になる新助の息子茂という者が園内のカボチヤを盜んだ。その際に親父の新助

がこれを教唆したというので、一緒に入室せられたというのがその事柄であり

ます。 

   それから特別病室に關する第一の御質問は、この病院の構造についてであり

まして、これはすでに大臣からお答えいたしたように、御指摘の通りでありま

す。嚴重な錠前のかかつた部屋でありますし、日光等がほとんどはいらない、

確かに御指摘のような構造のものであります。それから御質問の第五は、そう

いう特別病室内における待遇についてでありまして、非常に狹いところで、冬

は零下十七度くらいになつてふとんが凍えるくらいである。從つて九十三名の

被監禁者中、監禁中に十四名死亡し、出所後八名死亡し、しかもその大部分は

冬季に死亡しておる。こういうような事實について調査を求められたのであり
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ますが、仰せの通り零下十七度に下るということは、その通りであります。ま

た監禁中の書類によつて申しますと、監禁中に死亡した十名、出室當日死亡四

名となつておりますが、これは兩方合せまして監禁中とすれば、御指摘の通り

十四名であります。出室後一箇月以内に死亡した者は二名でありまして、私ど

もの調査では監禁と死亡との間に密接な關係があると思われるものは十六名

であります。しかもそのうち十一名は冬季に死亡しております。以上が大體特

別病室に關する御質問に對する調査の結果であります。」 

  「第五の御質問は、癩患者の犯罪についての問題でありまして、これを裁判所

の管轄すべきか、あるいは療養所の權限に任すがよいか、これは大いに檢當を

要する。特別病室を廢することはよいが、それだからと言つて癩の犯罪を不問

に付するという結果になつては困るし、あとの處置に窮するようなことがあつ

ては困る。その對策を十分に考えなければならぬというお話でありました。厚

生省及び特に癩の療養所側といたしましては、癩患者といえども犯罪に對して

は一般人と同樣正式の裁判を受けさせて、かつ差支えのない程度の刑を科する

ような設備が必要と思います。これがためには癩患者に對する特殊の法廷、あ

るいは刑務所内におきまして、つまり癩專門の病館を設置せられるということ

が、厚生省といたしましては望ましいと思つております。この點につきまして

は、すでに司法省當局等とも話合いを始めております。」 

 ４ 昭和２２年１１月１３日 衆議院厚生委員会 

  （武藤運十郎委員・日本社会党） 

  「癩患者の監禁場所、特別な刑務所というようなお説がありましたが、それは

執行の方面でありまして、癩患者の犯罪を裁判と申しますか、この方をどうい

うふうにして、そしてまたその執行をどういうようにするかということにつき

まして、司法當局はどういうような方策をもつておられるのでありましよう

か。從來の例から申しますと、癩患者であるというので、何囘か何囘か犯罪を

重ねましても、もう癩というとそこで釋放してしまいまして構わぬというよう

な實情にあつたものでありますから、癩患者は天下御免で、おれは惡いことを

しても大丈夫だというような實情があつたように考えておりますが、こういう

點については、癩患者の犯罪に對する裁判、それからその執行と關連して、ど

ういうふうな對策をもつておられますか、お伺いいたします。」 

  ○鈴木義男司法大臣 

  「癩患者の裁判及び執行につきましては、從來もお話のような弊害があつたの

でありまして、不必要に癩患者を恐れる、あるいは忌避するというような傾向

も確かにあつたのでありますけれども、衞生上の見地から、無差別に普通の裁
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判所に出入を許し、普通の法廷で裁判をやるということは、その後の消毒、い

ろいろな關係上一概に無差別にやるというようなことも、ちよつとお約束いた

しかねるような實情にありますから、何とかこれはしなけれでならぬ。特に消

毒その他を簡易になし得るような、そして遠い所へ運んできて裁判をやるとい

うことも  そういう施設を全國に數箇所こしらえてやるということも考え

られますけれども、國家の今の財政状態から、ごくまれに起る事件のために、

平生使わない施設をつくるということも許されないのではないか。許されます

ればぜひやりたいと思つておりますが、そうすればやはりその附近で適當な所

に臨時法廷を設けてやるというふうにいたしまして、決して癩患者であるがゆ

えに不問に付するということはないようにいたしたいと考えておるのであり

ます。今後はぜひそういう方針で、違法行為がありましたならば、法に從つて

裁く、こういう態度をとるつもりでおります。」 

 ５ 昭和２５年１月３１日 衆議院厚生委員会 

  ○久下勝次政府委員（厚生事務官（医務局次長）） 

  「…実は今日でもまだそのままになつていて、大変手遅れになつて申し訳ない

のでありますが、癩予防法には癩療養所長がそうした不良の癩患者に対して

は、一箇月以内監禁をすることができるというような規定があつたのでござい

ます。その規定を動かしますために、各療養所とも簡單な留置場式の監禁室を

持つておつたのであります。そのほかに も兇暴な患者を收容するために、草

津の癩療養所には特別病室と申しまして、刑務所よりもひどい嚴重な建物があ

つたのであります。この点は国会の御審議により、私どもは、確かに新憲法違

反でありますので、ただいま申し上げました特別病室はただちにこれを廃棄し

てしまつたのであります。法律の規定は残つておりますけれども、今申しまし

たようないきさつから、確かに正規の裁断を経ることなく自由を拘束するとい

うことは、癩の患者といえどもできないことでありますので、従つてこれにつ

いては正規の道によつて解決をすべきものであるという考え方に基きまして、

実は一昨年以来法務府当局といろいろと何回となく打合せをして参つて来た

のであります。私どもはさようないきさつから、癩患者といえども当然正規の

裁断を経た上で刑罰に処すべきものであると決定したならば、正規の刑務所に

收容すべきである。ただ患者でありますので、一般の刑務所に收容することも

困難でありましようし、また患者でありますから、医療上の措置も必要であろ

うと思いまして、そういうような意味合において、癩療養所と連絡のとれます

所に癩患者のための刑務所をつくるというような方法で進むことが適当であ

ろうという考え方のもとに、法務府当局としばしば折衝を重ねたのでありま
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す。昨年の秋ごろになつて一応到達いたしましたことは、法務府当局といたし

ましては、自分たちの方でそういうものをつくるのは、いろいろ関係方面等の

意向もあつて不可能である。ついては厚生省で予算をとつてつくつてくれ。そ

うしたらそれを監獄法でございましたか、それによつて代用刑務所に指定をす

るからというような話になつたのであります。とにかく予算要求書を出す時期

も迫つておりましたので、とりあえず私どもとしては財務当局に予算を要求し

たのでございますが、財務当局、特に主として経済安定本部においては、こう

いうことは厚生省のやることではないというので、どうしても承認を得られず

にしまつたのであります。再び問題は元に戻つて、どうしてもこれは法務府に

おいてやつてもらいたいということで話をしておるのであります。今日までの

ところ法務府ではそれを引受けていただけない実情にあります。今回の事件を

契機として、先日検務局長のところまで参りまして、至急この問題をあなたの

方で解決するような方法を論じてもらいたいというような話合いをいたした

次第でございます。」 

 ６ 昭和２５年２月１６日 衆議院予算委員会 

  ○殖田俊吉国務大臣 

  「療養所長は、所内の秩序維持のために、適当な懲戒の権能は持つておるので

ありますが、それではむろん犯罪に対しては効果がないのであります。かよう

な犯罪がありましたときに、ただいま武藤さんのお話のごとく、犯罪を軽く取

扱うということも従来やむを得ない措置としてあつたかもしれないのであり

ます。しかしそういうわけには行かないのでありまして、犯罪の訴追も十分に

いたし、処罰もまたこれを励行するということでなければならぬと思うのであ

ります。しかし癩というものは特殊な、非常に重い伝染病でありますから、普

通人と同一に取扱うことができないのであります。私どもの今考えております

ところでは、癩療養所の中に特殊な施設を設けて、その中で監禁、拘禁もいた

し、刑の執行もする。同時に癩の療養もしていく。そしてつまりこれは外部と

の接触を もいとうべきものでありますし、この伝染病は絶対に取締らなけれ

ばならぬ問題でありますから、そこで外部とは接触させず、癩療養所内だけで

片づけるという措置をとることが、一番適当であると考えまして、実は昨年末

来厚生当局と始終相談をいたして、厚生当局におきまして予算上の措置もいた

すことになつておつたのでありますが、財政上の都合によりまして、不幸にも

来年度予算にもまだ計上されておらないのでございます。なるべくすみやかに

右のような方針を実現するように、努力をいたしたいと思うのでございます。」 

  ○佐藤藤佐政府委員（刑政長官） 
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  「ただいまお尋ねの癩患者が犯罪を犯した場合に、それをいかに処遇するかと

いう問題でございますが、この点につきましては先ほど法務総裁から御説明申

し上げましたように、特別な刑務所を設けて癩患者をそこに收容して、療養し

ながら行刑を施すか、あるいは療養所の一角に特別な施設を設けて、療養しな

がら行刑を施すかという点について、従来法務当局と厚生当局との間に、なか

なか話がまとまらなかつたのでありますが、昨年の夏以来たびたび折衝いたし

まして、結局先ほど法務総裁から申し上げましたように、両者の間に円満に話

合いがまとまりまして、昭和二十五年度の予算においてこれを実現しようとい

うことになつたのであります。それは癩患者という特別な性質にかんがみまし

て、絶対に社会から隔離してこれを療養しなければならぬ。いかに犯罪者であ

つても、癩患者の犯罪者はこれの療養を主としなければならぬ。療養をしなが

ら行刑の目的を達しよう、こういう点において結論を見出したのであります。

すなわち普通の刑務所におきましては、さような特別な医療の施設を何ら備え

ておりませんので、癩療養所の一角に特別な施設を設けて、癩患者の犯罪者に

対してはこれを迅速に取締りをなし、起訴すべきものは起訴し、刑の執行も十

分に行つていこうということに話合いがついたのでありますが、遺憾ながら明

年度の予算においては、財政上の関係から少しも認められませんので、遂に実

現に至らないようであつたのでありますが、その際に草津療養所においてお説

のような不祥事件が起こりましたので、はなはだ遺憾に存じておるのでありま

す。近い将来において機会がありますれば、ただちに予算的措置を講じて、人

的、物的に特別な施設を設けて、癩患者に対する刑の訴追及び行刑の目的を達

したいと考えている次第であります。」 

 ７ 昭和２６年５月２８日 衆議院法務委員会 

  ○野木新一政府委員（検事（法務府法制意見第４局長）） 

  「らい患者を対象とする刑務所の敷地選定に関する陳情について…本陳情の御

趣旨は、療養生活の平和を希求する同園癩患者に與える影響から、もつともな

ことでありますが、また他面癩患者であるところの受刑者、刑事被告人、被疑

者に対する適当な收容施設がないところから、往々刑の執行停止、または不起

訴、その他の釈放によつて、設備の完備した病院に收容する事例が多いのであ

ります。このことは、この種犯罪者に対し、癩患者なるがゆえに、刑罰を免れ

る結果を與えるとともに、癩收容所の平和を撹乱するおそれもあるばかりでな

く、将来犯罪を繰返し行うことも予想されますので、まず癩刑務所を設置し、

癩受刑者を集禁して、十分な療養を加えつつ、矯正教育を施す方針を立て、厚

生省と法務府との数次会議の結果、両者共管のもとに癩刑務所を設置する方針
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をきめ、厚生省、菊池恵楓園長、法務府、並びに熊本刑務所長とが協定の上、

同敷地内の一部に本刑務所を設置することに内定したのでありますが、その後

当府に対し本陳情の趣旨が園長を通じて申入れがありましたので、さらに別の

菊池恵楓園内の大体患者が満足し得る場所に変更して、目下設置の準備をして

いる次第であります。」 

 ８ 昭和２８年７月４日 衆議院厚生委員会 

  （岡良一委員） 

  「それではたとえば癩療養所内の秩序を乱す者あるいはそのおそれがある者に

ついては、何らかの制裁的な処置が所長の権限で行われるのであるが、刑法上

の被疑者が出た場合にはどう取扱われますか。」 

  ○山口正義政府委員（厚生技官（公衆衛生局長）） 

  「刑法上の被害者が出ました場合には、裁判所から出張いたしまして裁判をい

たしまして、そして刑が決定いたしましたならば、熊本に法務省所管の癩刑務

所がございますので、そちらに送ることになつております。」 

 

第２ 高裁判所答弁 

 １ 昭和２９年３月９日 参議院法務委員会 

  （即決裁判手続についての審理） 

  ○江里口清雄説明員（ 高裁判所事務総局刑事局長） 

  「公開の法廷をこれはどうしても裁判所でやる必要がある。裁判所法で、 高

裁判所で裁判所外に法廷を開くことを指定するというような制度もございま

すが、過去の実例におきましては癩患者の犯罪につきまして収容所で法廷を開

くという場合と、それから曾て伊東ハンニという被告が、詐欺の被告がござい

まして、これが小菅の刑務所からどうしても出頭しないということで、出頭さ

せることが困難でございました。そこで小菅の刑務所を法廷に指定して、そこ

で法廷を開いたという例がございますが、被告人の正当の理由なくして出頭し

ないという場合におきましては、昨年の刑訴の改正で出頭を待たずして審理が

できるというようなふうに改正いたされましたので、この被告人の不出頭のた

めの法廷指定ということは今後起らないので、現在では裁判所外で法廷を指定

するということは、癩患者の収容所の中の犯罪について法廷を裁判所で指定す

るという例でありますが、この事件につきましても簡易にやれ、そこで裁判所

外で法廷を指定してどしどしやつたらよかろうという御意見もあるのでござ

いますが、裁判の権威という点からやはり裁判所内の公開の法廷でやりたい、

こういうことで裁判所外の地で法廷を開くということは現在裁判所側といた
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しましては考えておらないのでございます。この手続をやるためにはどうして

も法廷をこしらえて頂かなければならない、こういうふうに考えているわけで

ございます。」 

 ２ 昭和２９年３月２５日 衆議院法務委員会 

  （６９条２項の解釈・運用…交通不便の場合（奄美）の検討） 

  ○磯崎良誉説明員（ 高裁判所事務総局総務局総務課長） 

  「交通不便ということからただちに六十九条第二項の開廷に持つて行くことは、

解釈と申しますか、運用が多少広まり過ぎるといつたような懸念もありますけ

れども、今までにも例が少うございますが、東北管内でもやつたことがありま

す。それから必要と認める場合という場合に、交通の不便ということのほかに

公衆衛生ということを考えまして、癩患者に関する事件を裁判所外の癩療養所

の中で開廷するということは常時行われております。そういつた場合を考えま

すと必ずしもできないことはないのではないかというふうに思いまして、私た

ちの方の総務局の中に課を置きまして、開廷場所の指定、巡回裁判といつたよ

うな自然の関係を研究し、奄美大島の関係につきましては担当の者を置きまし

て研究させております。鹿児島まで行きましても特に奄美大島の南方与論、沖

永良部島方面の人は相当時日を要しますし、ことに海が荒れました場合にはほ

とんど交通が杜絶するといつたことがありますので、年間一定の時期を区切り

まして高等裁判所から裁判に出かけて行く、その間に 高裁判所で一定の時期

の事件の開廷を名瀬支部においてできるというような指定をすることは必ず

しもできないことはない。措置としても不当ではないというふうにまじめに考

えておるのでありまして、必ずしも言いのがれだけの見解ではございません。

六十九条の法の解釈としては多少広過ぎるけれども、できないことはない。現

在の措置としてはそういう方法が考えられるうちの も妥当な措置ではない

かというふうに思つております。」 

  （林信雄委員） 

  「…従来この規定の解釈はかなり厳格に考えられて来たと思うのです。例があ

ると言われますのも、それは今具体的に取上げられております奄美群島の例と

比較いたしますと場合が違うだろうと思います。私は直接タツチしておりませ

んからよく存じませんけれども、建物がやけちやつた、流れた、こわれたとい

つたような例が主たる例ではないかと思います。いわば非常事態の臨時の措置

である。今度の場合はそういう建前をとられまして、    これは恒久的な

ものなんです、臨時のものじやないわけです。そのこと自体は解釈上よろしい

し、また考え方によつて、それらの方面の方は利便を得る。これは異論のない
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ことですけれども、そういうふうに解釈し、そういうふうに推し広めて参りま

すと、おれのところも、おれのところもというふうになりまして、巡回して来

てくれろ、出張して来てくれろ、こういうことが起つて来るし、これは大分建

前が違つて来ると思うので、それでよろしいかどうか。その根本的な考え方で、

局部的にながめて、この分だけはやれないことはない、やれば喜ぶ。これはわ

かるのですけれども、それが他に及ぼす影響を考えますと、これは御研究も相

当慎重でなくてはならぬと思います。その杞憂から私お伺いしておるのです

が、やはりそれでいいのでしょうか。」 

  ○磯崎良誉説明員（ 高裁判所事務総局総務局総務課長） 

  「六十九条二項の運用の状況を見ますと、癩患者に関する事件が一番多いので

ございまして、熊本県の菊池恵楓園、あそこを指定いたしましたし、岡山の長

島愛生園を指定いたしておりますが、これが実際の運営上多い例であります。

その次が、仰せの通り、庁舎の焼失あるいは水害による流失でございます。こ

れは件数としては少うございます。先般門司の簡易裁判所が流されました例が

ございましたが、多くの運用は、癩患者の事件を、公衆衛生の観点から裁判所

の法廷を使用させないという趣旨に立つているのでございます。林委員の御指

摘の通り、確かに奄美群島に適用した例をほかに広く及ぼすということには相

当問題がございますので、よく慎重に研究いたしたいと存じます。」 

 ３ 昭和４４年３月２５日 衆議院法務委員会 

  （集団訴訟（イタイイタイ病）傍聴者のため裁判所法６９条を使えないかとの

質問） 

  ○矢口洪一 高裁判所長官代理者（ 高裁判所事務総局民事局長） 

  「…御指摘の裁判所外で法廷を開くということも、裁判所法上認められておる

ではないかという点でございますが、確かに、裁判所法六十九条にそういった

条文がございます。これはたとえば法定伝染病があったような場合でございま

すとか、いろいろな特殊な場合を元来予想しておるわけでございます。これに

よりましていま御指摘の公の広い施設を使うというようなことになりますと、

いま申しました設備等の関係上必ずしもそぐわないのではないかというふう

に考えておる次第でございまして、傍聴に来ていただく方、あるいは原告本人

の方々、それぞれ裁判の進行については十分な関心をお持ちだろうということ

はよくわかりますが、できることならば傍聴を順次交代してやっていただくと

いうようなことでお願いできないだろうかというふうに、私どもとしては現在

のところ考えておる次第でございます。」 

 ４ 昭和５０年２月５日 参議院決算委員会 
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  （裁判所法６９条２項の運用…入院中の被告人について） 

  ○寺田治郎 高裁判所長官代理者（ 高裁判所事務総長） 

  「先ほど来のお話の中で、尋問をするということ自体は病院へ行ってやります

ことが民事でも刑事でもときどきございます。ただ、お話に出ておりますのは、

その当該被告人を尋問するということだけではなしに、法廷の手続そのものを

病院で進める、したがいまして当該被告人以外の証人も病院で調べる、こうせ

ざるを得ないわけでございます。単なる証人等の場合に、第三者の証人を、そ

の証人尋問だけを病院へ行ってやるということならば問題は比較的簡単でご

ざいますが、当該被告人でございますから、そこでその被告人のいる席で法廷

を開くとなりますと、裁判所法の特別の規定の開廷場所の指定という手続がご

ざいますが、そういうことになるわけでございます。 

   そういうものは、従来の例としては、きわめて特殊な、たとえばらい病患者

の場合にどうしても法廷へ連れてこれないので、らい病院で、診療所と申しま

すか、そちらで法廷を開くという例が間々ございました。しかしもそれ以外に

はそういうところで法廷を開くことを認めるということは過去に例がござい

ませんので、おそらくそういうことはきわめて困難ではないか。」 
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第３節 菊池医療刑務支所概要 

 

第１ 菊池醫療刑務支所概要 

 

一、設立までの経緯 

犯罪癩患者の取扱いは、わが國多年の懸案であり、從來その特別な收容施設が

ないため、司法處分の扱い方も非常に困難な面があつて、延いては癩療養所並に

一般社會の治安維持上にも影響するところが少くなかつた。然し諸種の事情に阻

まれて容易に癩刑務所の實現を見ることが出來なかつたが、ようやく昭和二十六

年度に予算化され昭和二十六年八月二十一日熊本刑務所の直營工事として工事に

着手し、昭和二十八年三月十日を期し開廰の運びとなつたのである。 

二、設立の場所 

  熊本縣菊池郡合志村大字榮西の沖三七九三の五 

三、名   稱 

菊池醫療刑務支所（熊本刑務所々管） 

四、敷   地 

  一一、五六〇坪  構 内 四、三三五坪 

                構 外 七、二二五坪 

五、建坪數（延）八六三、五坪 

六、主要建物 

 １．廰 舎     木 造 平 家 建   一〇八坪 

 ２．門 衞 所     ブロツク平家建   二八、五〃 

 ３．炊 事 場     木 造 平 家 建   九九、〇〃 

 ４．醫 務 所     木 造 平 家 建   一〇八〃 

 ５．第 一 舎     ブロツク平家建    一四八坪 

 ６．第 二 舎      〃  二階建    一〇七〃 

 ７．隔 離 病 舎      〃  平家建    一〇、五〃 

 ８．講堂及び作業場   木 造 平 家 建   七〇、〇〃 

 ９．臨時法廷及び接見所 木 造 平 家 建   一二、〇〃 

七、收容定員     七五名 

八、收容すべき對象者 

 １．癩患者にして罪を犯し刑の確定したもの 

 ２．犯罪の容疑者にして未決拘禁を要すべき癩患者にして必要と認めたもの 

九、收容區分     全國 
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一〇、運營方針 

 １．當所に收容するものは等しく犯罪者であることに變りはないが一面病者であ

り、而も前途の光明極めて乏しい同情すべき犯罪者であるから收容者に對し

ては所内規律に反しない限り、飽く迄仁愛の精神を傾けて更生意慾の助長を

圖ることヽする 

 ２．病者であるから療養の点では癩療養所と何等異るところなく療養に專念せし

める。尚醫療管理上專門的技術を要する面については菊池惠楓園の協力を得

ることに法務省、及び厚生省間の協定ができている。 

 ３．輕症患者にして勞働に堪え得るものについては構内に於いて農耕及び花奔栽

培その他適當な作業に就かせることヽする。 

 

一一、收容開始    昭和二十八年三月二十五日の予定 
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第２ 菊池医療刑務支所建物略図 

 

（菊池恵楓園社会交流会館提供「菊池医証刑務支所建物略圖」より抜粋引用） 
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第４節 第５４回人権擁護大会シンポジウム（２０１１年１０月６日・高松） 

    徳田靖之弁護士講演（第３分科会「患者の権利法の制定を求めて」） 

 

第１ はじめに 

  皆様，こんにちは。大変，過分な紹介を頂いてしまいました。 

  日本のハンセン病隔離政策が，世界に例がない国家による医療の現場における

人権蹂躙であるということは，今さら私が申し上げるまでもないことでありま

す。今日のテーマである「患者の権利」という視点で，ハンセン病問題を振り返

ってみたとき，私は，特に深刻な特徴が二つあるように思います。 

第２ パターナリズムによる人権侵害 

  第一は，ハンセン病の患者さんのために，治療や看護に尽くそうとして自らの

一生をかけて療養所で働いてこられた，文字通り崇高な志を掲げてハンセン病療

養所にとび込んだ医療者たちが，何故に，このような世界に例がないと言われて

いるような人権蹂躙の加担者となってしまったのか，この点を明らかにすること

ではないかと思います。 

  よく誤解されるのですが，ハンセン病療養所にはとんでもない悪い医師や看護

師がいたというようなことは，とんでもない誤解です。ハンセン病療養所に赴任

した医師・看護師はまさに崇高な宗教心や医学者としての良心，自らの一生をか

けて治療に献身された方たちであります。その方たちが何故に過ちを犯したのか

ということを解明することなしに患者の権利の問題というのが本当に明らかに

なるとは思えません。 

  こうしたハンセン病隔離政策を推進した医師たちの代表はハンセン病治療の父

と言われた光田健輔であります。彼が掲げた考え方というのは，この社会の中で

広い差別・偏見に迫害を受けている人たちを療養所に隔離して，ここをパラダイ

スとし，園長を家長とする一大家族を形成し，同じ病を持つ者同士が助け合いな

がら自分たちの人生を全うするという考え方でありました。労働を強制し，ある

いは断種・堕胎を強制するというような，今の私たちから見てとても信じられな

いような人権侵害はすべてあなた方患者のためであるという美名の下で遂行さ

れていきました。患者にとって何が幸せであるかということを決める権利は医療

者が持つというのが当然の前提とされていたわけです。こうした典型的なパター

ナリズムを克服することなしにハンセン病問題の本質的な解決は無かったと言

って過言ではないと思いますし，とりわけ，先程，鮎京弁護士さんが言われまし

たハンセン病医療に献身した医師や看護師たちが抱いていた「救う」という意識，

あえて言い方を変えれば，「救ってあげる」という意識に潜んでいる「差別性」
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ということを，私たちは深刻に受け止める必要があるように思います。「救って

あげる」という意識が強ければ強いほど，自分たちは正しいことを行っており，

自分たち医療者が正しいと考えることは患者にとっても当然正しいということ

に疑問を抱く余地がほとんど無くなってしまいます。なおかつ，「救ってあげる」

という意識が強ければ強いほど，自分たちが過ちを犯しているのではないかとい

う，いわば自省ということがなかなか生じて参りません。我が国のハンセン病隔

離政策がかくも長きにわたって続いてきた背景には，医療者における「救う意識」

の問題があったということを私たちは肝に銘じなければいけません。 

  それは，我々弁護士にもまさしく共通して存在するということを，ハンセン病

問題を教訓として，自分たち弁護士の考え方の有り様の中に困った人たちを「救

ってあげる」という意識が潜み，いつの間にか，様々な人権問題を解決するとき

の主人公が弁護士であるという錯覚を生み出しかねないということを、我々は肝

に銘じておく必要があるように思います。 

  「救癩思想」というのは，殊更に悲惨な状況に置かれている状況を誇張して表

現する中で，そういう中にとび込んでいく医師たちを偉大化していく。いつの間

にか被害者が救済の客体となり，医療者たちが主体となってしまうという過ちに

あるのではないかと私は考えるものであります。 

第３ 隔離政策存続の原因（患者の権利未確立） 

  もう一つの特徴は，日本国憲法が制定されて５０年以上にわたってこのハンセ

ン病隔離政策の法的根拠となった「らい予防法」が何故に存続したのかというこ

とであります。 

  この法律が廃止されたのは１９９６年。その原因として，１９７２年から我が

国におけるハンセン病政策のいわばリーダーであった大谷藤郎さんの深刻な反

省の問題を私は強く感じております。大谷さんは厚生労働省の医務課長も務めら

れたかたですけれど，らい予防法は廃止すべきであるという考え方をお持ちにな

りながら，あまりにもひどい療養所の実態を少しでも良くしたいということで，

法律を廃止するのではなく，この法律を利用して，隔離をしているのだからたく

さんの予算を割いて療養所におられる方たちの生活や医療がよくなるように努

力をするということに粉骨砕身努力された方であります。その結果として，療養

所の中の生活は著しく改善されました。しかし，隔離する法律が存在しています

ので，大谷さんが進めた処遇改善策は療養所において生活している人たちが社会

に復帰していくという道を結果として閉ざすということに繋がってしまったわ

けです。大谷さんはこれを反省して，「私は小役人的な考えしかなかった。もっ

と勇気を絞ってハンセン病の患者さんのためにこの法律を廃止すべきだという
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ことを提言すべきであった」ということを厳しい言葉で反省しておられました。

私が考えますに，そうした反省は貴重なものではあるけれど，より大切なことは，

患者にとって何が大切なのかということは人間としての自己決定権を含んだ患

者としての権利，自分の病気をどのような形で治療を受け自分がどのようにその

病気を克服していくのかということを自ら選び取る権利の確立なくして，戦後に

おけるハンセン病問題の解決は明確な形では提起できなかったのではないかと

いう風に考えます。 

第４ 弁護士の果たすべき役割 

  今日は「患者の権利法」を制定するというテーマの下にお集まりいただきまし

た。先程，神（コウ）さん（注：全国ハンセン病療養所入所者協議会会長）が話

された言葉を思い起こしていただけますでしょうか。神（コウ）さんは「患者の

権利法の制定は私達ハンセン病隔離政策と闘ってきたハンセン病の元患者たち

の闘いの 後の行き着く到達点である」と言って下さいました。 

  私たち弁護士は，ハンセン病隔離政策について一体何をしてきたでしょうか。 

  神（コウ）さんたちと同じ時代を生きてきた一人の人間として私はいつもそれ

を考えます。あの時，自分は何を感じ，何をしようとしていたのか。残念ながら，

私たち弁護士はハンセン病問題について弁護士として果たすべき役割を果たし

てこなかったといって過言ではないと思っています。そうした私たちが犯してし

まった不作為の責め，これを果たす意味においても私たちは全力を挙げて，この

ハンセン病問題の 大の教訓を生かすために患者の権利法の制定をめざして全

力を挙げて努力していこうではありませんか。 

  限られた時間で十分思いをお伝えすることはできませんでしたけれど，私ども

ハンセン病訴訟担当している弁護団も全力を挙げて患者の権利法制定のために

闘っていくということをお誓いして報告とさせていただきます。 
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第５節 体験者の証言 

 

第１ 弁護士（刑事弁護人）の回顧録 

  「私の足跡」（稲澤智多夫著，平成１９年１２月発行）より抜粋（抄） 

 －昔話ハンセン病裁判－ 

  ハンセン病とは癩（ライ）病のことでレプラ（Lepra）とも云って私など戦前

から不治の病だと教えられ、そう思っていた。 

  ハンセン病と呼ばれるようになったのは後述するように１８７３年にライ菌を

発見したノルウェ－の学者の名前をとったものだが、ライ病は、私は何度も見て

いるアメリカ映画の傑作大作である「ベンハー」にも出て来るキリスト時代から

あった病気で、この映画ではライ病になった母親が、多くの患者の隠れている洞

窟の中で暮らしていたが、キリストの恩寵で元の体に回復すると云う場面があ

る。 

  ハンセン病が 近になって有名になったのは熊本地方裁判所が平成１３年５月

に判決を言渡してからである。この裁判は九州の国立ハンセン療養所に収容され

ていた元患者１３名が提訴していた事件で、ハンセン病患者を強制隔離する必要

がないのに国や国家は適切な措置を怠ったと認定し原告ら勝訴の判決をしたも

ので、この判決に対し小泉内閣の判断で控訴することなく確定した。 

  ライ病については日本では明治４０年にらい予防法が制定され、昭和２８年に

一部改正され患者を隔離収容し平成８年１月に右法律が廃止されるまで僻地や

孤島に隔離収容されていた。現在では治療薬があり完治すると云うことである。 

  私がこの随筆を書いたのはライ病や熊本地方裁判所判決の内容について書くた

めではなく、右判決があった旨の報道を聞いて、私にはすぐ思い出すことがあっ

たからである。 

  私が弁護士の登録をして間もない頃だったが、正確には思い出せないが福岡市

南区井尻の公団住宅に入居していたときだから昭和３５年頃だったのではなか

ったかと思う。 

  私が国選の刑事事件の弁護人として熊本の菊池にあった隔離収容所で証人調を

した経験があった。私は勿論、裁判官・検察官も初めての経験で、隔離収容所に

は法廷の施設（註）があり、私達は白衣を着せられ長靴を履き、法廷に入る前に

通路に消毒用の靴洗い箱があり、その液に長靴のまま入り法廷に入った。 

  法廷は地方にある簡易裁判所位の小さなものであり、傍聴席には３、４列位の

椅子が並べられていた。刑事事件の内容は忘れてしまったが、傍聴席には１０人

足らずの異様な顔、手の変形した人達がいた。その当時私達はライ病は伝染性の
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不治の病気であると思ったので早く審理を終えたいという気持ちが強く、そう思

っていたのは裁判官や検察官も同じだったと思う。と云うのは通常の審理と比

べ、質問も極めて短くまた親切な取扱いだったし早々に証拠調は終ったことから

も推測された。 

  審理終了後また消毒液の箱に長靴を入れて戻ったが、その後所長室に招かれ休

憩をとった。所長からは、わざわざ遠路おいで下さってご苦労であった旨の挨拶

があり、どうぞお取り下さいと各人にサイダーの入ったコップが配られた。とこ

ろが誰一人として口にしようとする者がいなかった。これを見て所長が、何も心

配はいりません。ここ程安全なところはありませんからお飲み下さいと云われ

て、やっと皆サイダーを飲んだ。それから所長との懇談があり、所長から収容所

の状況や、収容所に入居を望んで韓国からも密航して来る人もいるとか、収容者

は共同炊事でやっている等の話があり、また所長が熊本市内に行ったりした折ラ

イ病に罹患していると思う人を見かけたりするとのことであった。 

  私達はライ病は不治の病である位の知識しかなかったので、懇談の中で所長に

対し色々と質問がでた。その一つにライ病に罹ったかどうかの判断はどうすれば

できるのかの話がでた。所長の話では皮ふに直径２～３センチ位の斑点が出て針

でつっついても感覚がない場合はまずライ病の疑いがあるとのことであった。 

  その当時所長から「ライ病は完治する」とか「ライ病患者に対し隔離政策をと

るのは不当だ」との話は全くなかった。 

  １９５０年代国際らい学会では患者は隔離すべきではないとの結論をだしてい

たというのであるから日本のライ病患者に対する対策は非常に遅れていたこと

は否めない。 

  日本らい学会が日本ハンセン病学会と名称を変えたのはらい予防法が廃止され

た後である。 

  なお、序に附記すると前述した収容所での証拠調を終えて帰宅し、自宅の風呂

に入っていた時ひょっと右腕を見たら意外にも直径２センチ位の丸い斑点がで

ているではないか。私は早速風呂から上がり、内緒で針で斑点のところを刺して

みると痛みもない。これは今日収容所長が話してくれたライ病に罹ったのかも知

れないと本当に心配し、このことは家族には勿論誰にも話さず２～３日はどうし

ようかと悩んだ。しかしこの斑点は何時の間にか消失した。 

  註 裁判所法第６９条２項参照 

                        （平成１３年５月記す） 

 （略歴） 

  大正８年４月生 
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  昭和１８年 京都帝国大学法学部卒業 

  昭和３２年 福岡県弁護士会登録 

  昭和５５年～５７年 福岡県弁護士会会長・九州弁護士会連合会理事長・日本

弁護士連合会副会長 

  平成２７年１１月 ご逝去（享年９６歳） 

 

第２ 菊池医療刑務所「特別法廷」担当裁判官聴取報告 

 （聴取対象者） 

  司法修習１７期 

  昭和４０年４月 熊本地裁（刑事部）初任 

  平成９年１０月 定年退職 

  平成９年１２月 福岡県弁護士会登録（現在に至る）（聴取当時８４歳） 

 （聴取時期・方法） 

  ２０１７年（平成２９年）２月１日 

  日弁連人権擁護委員会（医療部会）委員による面談 

 （聴取概要） 

 １ 特別法廷に赴いた時期・回数 

   昭和４０年の熊本地裁初任（刑事左陪席）の時，裁判官（合議体）３名で、

高裁判所が特別法廷に指定した「菊池医療刑務支所」に行って，刑事法廷を

開いた。 

   なにぶん５０年以上前のことなので，あらゆる面で記憶が薄れた部分が多い

が、特別法廷には１回しか行った記憶がない（判決のために後日再び出張した

記憶はない）ので，即日判決だったのではないかと思う。 

  （編著者注） 高裁報告書別表によれば，昭和４０年の菊池医療刑務所の特別

法廷指定は昭和４０年７月７日の１件だけである（それ以前の熊本地裁管轄の

菊池医療刑務所の特別法廷指定は昭和３６年である）から，当該事件と考えら

れる（当該事件は菊池医療刑務所での特別法廷の 後の事件である）。 

 ２ 菊池医療刑務所内の状況 

 （１）服装・消毒 

   ・菊池医療刑務所で，白い服を着せられて，消毒してもらった記憶がある。 

   ・感染する病気と思い込んでいたので，それでも怖かった。 

   ・書記官・検察官・弁護人と一緒に一室で白い服に着替えた記憶がある。 

   ・法廷では皆が白い服を着ていたと思う。被告人の服装は覚えていない。 

   ・帽子・マスク・長靴を履いたかどうかは覚えていない。 
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 （２）法廷の場所 

   ・菊池医療刑務所内の具体的にどの場所で法廷を開いたか記憶がない（写真

で示された菊池医療刑務所内の臨時法廷かも覚えていない）。 

   ・白い服に着替えた後，外に出ずに法廷に入った様な記憶がある。 

 （３）傍聴・公開 

   ・傍聴者はいなかったと思う（傍聴人がいた記憶はない）。 

   ・刑務所の塀の扉が開けてあったかどうかは知らない。 

   ・法廷の表示があったかどうかも知らない。 

   ・「熊本地裁菊池支所」という看板があったという記憶はない。そもそも，

特別法廷であるから，「菊池支所」ということはない。 

 （４）裁判の進行状況 

   ・自白事件であったと思う。 

   ・情状証人もおらず，被告人質問を経て，即日，執行猶予の有罪判決を言い

渡したのではないかと思う。 

   ・弁護人も争わず，執行猶予を求めるだけだったと思う。 

   ・弁護人が法的主張（ハンセン病患者に対する差別・公開原則違反など違憲・

違法の主張）をしなかったとは断定できる。もし，そうであれば，記憶に

残っているはずであるし，即日判決はしない。 

   ・被告人・検察官・弁護人の名前は記憶にない。 

   ・執行猶予としたとすれば，その理由は，動機・方法・結果など一般量刑事

情を勘案したものであり，ハンセン病を含めて患者であることは，一般的

に，量刑上被告人に汲むべき事情となる。 

 ３ 事件の概要 

   殺人事件だった。既遂か未遂かについては，未遂事件だったような記憶であ

る。 

   犯行場所は，奄美大島などのような南方の島で起きた事件だった。 

   動機は，（好きな女性を取られたというような）男女間の問題という印象が

ある。 

   犯行態様は、被告人（男性）が夜に被害者（男性）を呼び出し，（ハンセン

病を発症していたために）崩れていた片手に，柄の付いた刃物類を紐か何かを

用い，他の片手と口で巻き付けて固定し，被害者を突き刺したという犯行態様

がショッキングな事件だったので，記憶に残っている。 

   現行犯逮捕ではなく，事件発生からしばらく年月が経過した後に，刑事裁判

となったのではないかと思う（事件発生は古かったかもしれない）。 
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 ４ 裁判管轄 

   裁判管轄が，犯罪地（奄美方面）ではなく，熊本地裁となったのは、被告人

の現住所地が熊本だったからだと思う。被告人は，菊池恵楓園または菊池医療

刑務所に所在していたのだろう。 

   本件は，入園者が外出時に事件を起こしたものではなく，社会で生活してい

たハンセン病患者が当該事件を引き起こし，その後，身柄拘束され，菊池恵楓

園または菊池医療刑務所に送られてきたものであったと思われる。 

   菊池恵楓園または菊池医療刑務所に送られる前の逮捕勾留・取調場所は知ら

ない。 

 ５ 特別法廷の手続 

   被告事件の審理を熊本地裁の法廷にするか， 高裁判所の指定を受けて特別

法廷にするかを特別に議論した記憶はない。特別法廷ということに疑義を抱く

ことはなかった。特別法廷の指定を受けて審理するということは当然のことと

思っていたような記憶である。 

   特別法廷指定の手続きについては，それが司法行政事務の一環なのか，裁判

事務に属するのかによって事務担当の部署が決まるわけだが（前者であれば，

熊本地方裁判所長，後者であれば，受訴裁判所たる熊本地裁第２刑事部又はそ

の代表としての裁判長），熊本地裁がどのように扱ったかについて記憶がない。

高裁判所側の手続は知らない。 

   起訴状の被告人の住所は「菊池医療刑務所内」となっていたはずであり，ま

た起訴と同時に逮捕状，勾留状等が裁判所に送られてくるので，裁判所は被告

人の勾留場所は起訴と同時に知るわけである。その上，このように特別の事情

がある場合には，一般に，検察官が念のため，注意的に被告人の勾留場所に言

及して特別法廷の必要についても指摘してくるのが実務慣行であるから，本件

もそのような経緯で 高裁判所に特別法廷の指定を上申したことは間違いな

いと思う。 

                                   以上 
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第６節 和泉眞蔵医師学習会 

 

第１ 学習会について 

 １ 趣旨 

   人権擁護委員会（第４（医療）部会）では，ハンセン病隔離法廷にかかわる

医学的知見などの調査のため，長年ハンセン病医療に従事している和泉眞蔵医

師を招き，２０１７年（平成２９年）２月２３日に学習会を開催した。 

 ２ 講師紹介 

   １９３７年（昭和１２年）生まれ，大阪市立大学医学部卒業後，虎ノ門病院

勤務を経て，国立療養所邑久光明園・大島青松園，国立多摩研究所，京都大学

医学部付属病院皮膚科特別診察室などで３０年以上ハンセン病医療に従事 

   著書（共著）「ハンセン病医学―基礎と臨床―」（１９９７年） 

   「らい予防法」違憲国賠西日本訴訟における原告側医学証人 

 ３ 学習会の目的 

   ハンセン病隔離法廷に関わる調査（医学的知見等） 

 ４ 講話 

   ハンセン病医学について 

第２ 講師レジュメ（２０１７年２月２３日） 

   アイルランガ大学熱帯病研究所ハンセン病研究グループ 和泉眞藏 

 １ 医学の視点で見たハンセン病＝慢性細菌感染症： 

   感染症：体内に侵入した病原微生物に対してヒトの免疫系が反応して成立す

る疾患であり、微生物の毒力と人体の免疫力のバランスによって多様な状態が

引き起こされる。微生物の毒力が強くそれに対抗する免疫力が不十分な場合は

重篤な感染症になるが、微生物の毒力が弱く、人体の免疫力が十分強い場合に

は感染症そのものが成立しない。 

   ハンセン病の場合は、らい菌の毒力が弱いために、正常な免疫力を持つ個体

では発症しないが、発症した場合にも、らい菌に対する免疫力の違いを反映し

て多彩な症状（病型）が現れる。 

   Ｌ型：らい菌に対する防御免疫が全く働かないため体内で菌が増殖して全身

化し、適切な抗菌療法をしないと重症化する。 

   Ｔ型：らい菌に対する免疫力が強いため菌の増殖は抑制され、病巣の拡がり

も限局的であり、自然治癒も多い。 

   Ｂ群：ＬとＴの中間の免疫力のヒトにみられる病型で、多彩な症状を呈する。 

   集団免疫：ハンセン病の特徴である「多彩さ」は、個々の患者のレベルだけ
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でなく、集団のレベルでも見られる。免疫力の強い個体が多い集団では、ハン

セン病の蔓延は抑えられるが、免疫力が弱い個体の率が高い集団では有病率が

高くなる。「ハンセン病は伝染力の弱い病気」という説明は医学的には正確で

はなく、「伝染力は多彩」という説明が正しい。 

   ハンセン病の医学的特徴のひとつは、末梢神経と皮膚に症状が現れるため、

外貌の変化や身体障害を引き起こすことである。この医学的特徴のために、ハ

ンセン病は古くから人々に忌み嫌われる性質が強い疾病であり、患者と家族は

二重に苦しんだ。  

   ハンセン病が治るようになった時期について、「プロミン以降」と信じてい

る人が多いが、これも正確ではない。ハンセン病は６００年以上前から「大風

子」で治る病気であったが、プロミンなどの本格的化学療法剤の導入によって、

「全ての病型の患者が治癒するようになった」というのが正確な答えである。

なお、プロミンは 初に用いられた化学療法剤であるが、数年後には「ダプソ

ン」にとってかわられ使用されなくなった。そして、このダプソンこそが、ハ

ンセン病の隔離政策に終止符を打った正に革命的治療薬であった。 

   感染症予防対策として「隔離」の正当性が議論されるが、感染予防のための

隔離は、「感染源である病原微生物と人間を分離して接触を断つ」ことであり、

患者を隔離するだけが隔離ではない。接触を断つという目的が達成できるなら

ば、どのような方法でもよいので、ハンセン病対策における隔離についてハン

センは、流行状況に合わせて様々な方法を提案し実行した。 

   後述するように、日本の近代ハンセン病対策の 大の犯罪は、ハンセン病の

特徴である「多彩さ」を無視して、画一的な「絶対隔離絶滅政策」で問題を

終的に解決しようとしたことである。 

 ２ 近代ハンセン病医学の進歩とハンセン病対策の変遷 ： 

   ハンセン病の原因については、長年宗教的罪障観や社会的タブーを犯したこ

とに対する懲罰などの説明が行われてきたが、１９世紀後半にノルウェーで誕

生した近代ハンセン病医学によって科学的に説明できるようになった。 

   ヨーロッパ中世の終焉と共に減少していたノルウェーのハンセン病が、１９

世紀に入ると次第に復活したため、政府はハンセン病の全国調査を実施し、ダ

ニエルセンを中心にしてハンセン病の研究を開始した。ダニエルセンは疫学的

データを分析して遺伝病説を唱えたが、弟子であるハンセンは同じ疫学的デー

タを見ながら感染症説を唱え、１８７３年にらい菌を発見し、後にノルウェー

方式と呼ばれるハンセン病対策の４つの原則を提唱し実践した。 

  １）ハンセン病の伝染は個人と家庭における厳重な清潔法で予防できる。 
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  ２）患者の隔離は患者の郷里において有効に実施できる。 

  ３）多数の貧しい患者がある地方では、自宅隔離法はおおむね不十分になるの

で、国は管理のために担当者を派遣する必要がある。 

  ４）患者の入院は、状況の如何に従い、患者の自主に任せるかまたはこれを強

制する。 

   このノルウェー方式は広く世界で受け入れられ、それぞれの地域の事情に合

わせて少しずつ形を変えながら普及していった。日本においても、初期の光田

健輔はこの方式を推奨している。 

   その後世界は、ハンセン病医学の進歩に伴って、患者の人権により深く配慮

した方式に変わっていった。隔離については、地域の事情によってその必要性

を認めたが、隔離の弊害についても考慮するようになった。さらに、ハンセン

病の中には隔離を必要としない病型の患者が相当数あることが１９２０年代

に発見され、日本を除いて全患者の隔離は行われなくなった。 

治療については、大風子油が用いられたが、この薬は早期に投与を始めるこ

とが有効な治療のためには必須であり、早期発見を妨げる対策は好ましくない

と考えられた。 

   １９４３年、プロミンがハンセン病に効くことがアメリカで発見され、本格

的な化学療法の時代が始まったが、５０年代からはダプソンが外来治療で用い

られるようになり、新患の隔離入院は中止され、６０年代にはらい予防法も廃

止された。 

   その後ハンセン病の治療は画期的に進歩し、１９８０年代にＷＨＯ方式によ

る多剤併用療法（ＭＤＴ）が世界的に普及し現在に至っている。 

  ＭＤＴの成功に幻惑された多くの人は、人類が数千年来のハンセン病の苦悩か

ら解放される日はそう遠くないと考えたが、私たちのグループは、実用的な発

病予防方法が開発されない限り問題は解決しないと予想し、そのための技術開

発を進めた。私たちの予想は的中し、数年前から実用的予防方法の研究が世界

的規模で始まり、われわれの研究チームも、世界第３位の流行国であるインド

ネシアにおいてその一翼を担っている。 

 ３ 日本の近代ハンセン病対策の成立と変遷： 

   一言でいうと、日本の近代ハンセン病対策は、世界の流れとは真逆の道を歩

み、時代と共に人権を無視した絶対隔離絶滅政策が進められるようになり、無

らい県運動に支えられながら今日の悲劇を生み出した。私たちがこのような過

ちをおかした社会的背景を探ってみると、 

  １）近代化が始まった時代、日本には約３万人の患者と江戸時代に定着したハ
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ンセン病患者を蔑視する考え方が持ち込まれたが、江戸時代には「隔離」と

いう考えはなかった。 

  ２）日本の近代化が始まった時代、ハンセン病患者のほとんどは後進国や植民

地に住んでおり、一等国入りを目指す日本にとって、ハンセン病患者の存在

は「国辱」であり、どのような手段を用いても一日でも早く絶滅しなければ

ならないと考えられた。 

  ３）疫学的思考の欠如のため、ヨーロッパのハンセン病が絶滅したのは、隔離

政策の成果と誤解し、わが国でも唯一の正しい方法は隔離と考えた。 

  ４）歴史的に形成されていた障害者やハンセン病患者は、穢れたものであると

する考え方が軍国主義と結びついて、国が主導して差別意識を助長した。 

 ４ 絶対隔離政策がもたらした日本のハンセン病医学の荒廃： 

   日本の近代ハンセン病対策の初期には、多くの優秀な人材がハンセン病の研

究に携わり、大学病院などでもハンセン病患者の診療が行われていたが、絶対

隔離政策が強化される中で、多くの優れた人材がハンセン病の世界を去り、ハ

ンセン病の世界は非科学的で独善が支配する異常な世界になった。 

 ５ 戦後の日本のハンセン病を巡る情勢＝絶対隔離政策はどのように継続され

たか： 

   ハンセン病を巡る情勢は、アジア太平洋戦争の敗北と時期を同じくして大き

く変化した。１つは全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法が制定さ

れ、人権無視の「癩予防法」の見直しの機運が生まれたこと、もう一つはプロ

ミンに始まる本格的化学療法の導入ですべての病型のハンセン病が治癒可能

になったことである。この情勢の変化に対して、光田健輔を中心とする絶対隔

離論者は強い危機感を抱き、激しく抵抗した。彼らはハンセン病をどのような

病気と考え、ハンセン病対策はどのようにすべきと考えていたのだろうか。 

   それを もよく裏付けている資料が、１９５１年１１月の参議院厚生委員会

における有名な「三園長証言」である。政府のハンセン病対策に重大な影響力

を持つ園長たちのハンセン病医学の知識は驚くほどお粗末で、論理矛盾に満ち

ており、時には滑稽ですらあるが、このような誤ったハンセン病観にもとづい

て長年築かれてきた絶対隔離絶滅政策の既成事実を修正するのは容易ではな

く、ハンセン病患者の裁判が憲法違反の特別法廷で開かれる事態が生まれた。 

   昭和３２年に光田は退職し、バトンは後継者に引き継がれたが、光田世代の

薫陶を受けた後継園長たちのハンセン病医学の理解と医療に関する基本理念

も、信じられないくらいお粗末なものであり、世界の潮流に合わせて絶対隔離

政策を放棄しようとしなかったばかりか、科学的な批判に耐えられない政策を
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推進するだけで、らい予防法の廃止は、１９９６年と諸外国から３０年以上遅

れ、取り返しのつかない今日の悲劇的状況を生み出した。 

  参考文献：「ハンセン病絶対隔離政策と日本社会―無らい県運動の研究」５７

－７６ページ，無らい県運動研究会編，六花出版，２０１４年５月 

 

第３ 学習会聴取メモ 

 １ ハンセン病の感染と発症 

 （１）感染症とは，体内に侵入した病原微生物に対してヒトの免疫系が反応して

成立する疾患である。 

    ハンセン病の場合には，らい菌の毒力が弱いため，相当な菌の蔓延があっ

ても発症しない。発症した場合にも，らい菌に対する免疫力の違いを反映し

てＬ型，Ｔ型などの多彩な病型が現れる。 

    なお，菌の感染と病気の感染を区別することが必要である。感染症を理解

するにあたって重要なのは，菌の感染と発病である。 

 （２）日本におけるハンセン病患者の約５０％は感染源が不明で本人が自覚をし

ない程度の接触でも菌の感染は生じていることから，菌の感染力は弱いとは

いえない。 

    他方で，感染から発症に至る割合は，戦前のハンセン病患者の割合でみれ

ば人口１０万人に０．９人であるから、裁判所での接触で発症に至ることは

疫学的にはありえない。更には，ハンセン病患者は発症後入所まで平均して

４年を要しているが，社会でハンセン病の発症が拡大しておらず，また，療

養所の職員で発症している者もいるが少数で，一般社会と療養所での発症の

割合には相違がない。 

    ハンセン病患者を中心にハンセン病が拡大した事実はない。 

 ２ ハンセン病の治療と隔離 

 （１）１９４０年代以降，バクテリアに抗菌剤で治療できるようになり，そのう

ちの１つとして１９４３年にプロミンでハンセン病に効くことが発見され

た。プロミンは静脈注射で外来診療が困難で入院を要したが，１９５０年代

からは経口薬であるダプソンが出てきて外来治療ができるようになった。 

    プロミン，ダプソンが登場して有効な治療法ができ，治療によってハンセ

ン病の感染力がなくなるのであるから，１９５０年代以降の隔離は不要であ

る。１９５０年代以降，世界的には隔離を止めていったが，日本はその後も

隔離を継続した。 

 （２）感染症患者に対する隔離とは，病原体が人体に入る接触を避ければよいの
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であるから、患者を隔離するだけが隔離ではなく，接触を断つという目的が

達成できるのであれば，自宅で接触をなくす，地域に施設をつくるなどの多

彩な隔離の方法があったはずである。 

    日本の近代ハンセン病対策の問題点は，ハンセン病の特徴である「多彩さ」

を無視し，画一的な「絶対的隔離政策」で問題を 終的に解決しようとした

ことにある。 

 ３ 特別法廷の必要性 

   上記のとおり，疫学的に，ハンセン病患者を中心にハンセン病が拡大した事

実はなく，裁判所での接触でハンセン病が発症に至ることはありえない。 

   また，結核は特別法廷とはせず，ハンセン病を特別法廷とする医学的な理由

も見いだせない。他の分野でも隔離が行われていたことから，裁判所でも特別

法廷がまかり通ってしまったのではないかと考える。 

 ４ 専門家の非科学性 

   ハンセン病に関する学会は、権力と結びつきを持っている人物らに支配され，

発表者に対して質問すると怒られるなど非科学的で威圧的な状況であって，ハ

ンセン病について専門家として科学的に議論できる状況ではなかった。また，

１９５０年代以降も，世界では隔離政策が廃止されていったにもかかわらず，

日本だけは絶対的隔離政策を進めていった。隔離政策が緩和する方向に動きそ

うな状態になっても，光田健輔を中心として絶対的隔離政策が進められた。 

   日本では，一部の権力と結びついた人物らが主導して非科学的で矛盾した対

策をとっていた。 

以上 
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第７節 高検察庁「判決書」保管事件（一覧） 

 

高裁判所の 高検察庁に対する２０１４年（平成２６年）３月５日付け

「裁判所外の開廷場所の指定に関連する刑事訴訟確定記録の有無の調査等に

ついて（依頼）」（別紙「裁判所外の開廷場所の指定に関連する刑事訴訟確

定記録の一覧表」），及び同依頼に対する 高検察庁の 高裁判所に対する

２０１４年（平成２６年）３月１４日付け「裁判所外の開廷場所の指定に関

連する刑事訴訟確定記録の有無の調査等について（回答書）」をまとめると，

以下のとおりである。 

第１ 東京高裁管内 

東京高裁管内２５件中１８件は，検察庁が判決書を保管していた。 

（東京高裁管内番号） 

１ 横浜地裁：昭和２５年７月１３日判決（判決書あり） 

 ２ 横浜地裁：判決日不明（判決書なし） 

３ 横浜地裁：昭和２５年５月４日判決（判決書あり） 

４ 前橋地裁高崎支部：昭和２５年８月１１日判決（判決書あり） 

５ 東京地裁：昭和２５年７月１８日（判決書あり） 

６ 東京地裁：判決日不明（判決書なし） 

７ 東京高裁：判決日不明（判決書なし） 

８ 静岡地裁浜松支部：判決日空白（判決書なし） 

９ 水戸地裁下妻支部：昭和２７年４月２８日（判決書あり） 

１０ 前橋地裁太田支部：昭和２７年３月２６日（判決書あり） 

１１ 東京地裁：昭和２８年３月６日（判決書あり） 

１２ 東京地裁：昭和２８年３月６日（判決書あり） 

１３ 前橋地裁高崎支部：昭和２９年１０月２７日（判決書あり） 

１４ 東京地裁：昭和３０年９月９日（判決書あり） 

１５ 中之条簡裁：昭和３０年１１月１７日（判決書あり） 

１６ 東京地裁：昭和３１年９月２８日（判決書あり） 

１７ 東京地裁八王子支部：昭和３１年１２月５日（判決書あり） 

１８ 東京地裁：昭和３２年３月２２日（判決書あり） 

１９ 東京地裁：「調査中」との記載あり（判決書なし） 

２０ 東京地裁八王子支部：昭和３５年５月２日（判決書あり） 

２１ 東京地裁：昭和３６年２月１３日（判決書あり） 

２２ 東京地裁：判決日不明（判決書なし） 
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２３ 東京高裁：昭和３６年７月２８日（８月１０日または１１日に上告）（判

決書なし） 

２４ 東京地裁：昭和３７年２月１日（判決書あり） 

２５ 横浜地裁：昭和４０年８月２５日（判決書あり） 

 

第２ 大阪高裁管内 

大阪高裁管内１２件中１１件は，検察庁が判決書を保管していた。 

  （大阪高裁管内番号） 

１ 神戸地裁：昭和２５年７月１７日（判決書あり） 

２ 神戸地裁：昭和２５年９月３０日（判決書あり） 

３ 神戸地裁：昭和２５年１１月４日（判決書あり） 

４ 大阪地裁：昭和２５年１２月２２日（判決書あり） 

５ 神戸地裁：昭和２６年１０月１７日（判決書あり） 

６ 神戸簡裁：昭和２９年１２月８日（判決書あり） 

７ 大阪簡裁：昭和３０年２月５日（判決書なし） 

８ 大阪簡裁：昭和３２年２月２７日（判決書あり） 

９ 大阪簡裁：昭和３２年６月６日（判決書あり） 

１０ 神戸地裁姫路支部：昭和４０年１月２８日（判決書あり） 

１１ 大阪地裁：昭和４２年４月３日（判決書あり） 

１２ 大阪簡裁：昭和４２年８月８日（判決書あり） 

 

第３ 名古屋高裁管内 

名古屋高裁管内４件中２件は，検察庁が判決書を保管していた。 

  （名古屋高裁管内番号） 

１ 名古屋地裁：昭和２２年１２月１７日？（判決書なし） 

２ 名古屋高裁：（原審）昭和２３年５月１７日（判決書なし） 

（控訴審）昭和２４年５月２５日（判決書なし） 

３ 大垣簡裁：昭和２３年５月１７日（判決書あり） 

４ 名古屋地裁：昭和２９年１２月２８日（判決書あり） 

 

第４ 広島高裁管内 

広島高裁管内１６件中９件は，検察庁が判決書を保管していた。 

  （広島高裁管内番号） 

 １ 広島高裁：昭和２３年９月２９日（判決書なし） 
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２ 岡山地裁：昭和２８年９月５日（判決書あり） 

３ 牛窓簡裁：昭和２９年２月１５日（判決書なし） 

４ 岡山地裁：昭和２９年４月２６日（判決書あり） 

５ 岡山地裁：昭和２９年９月１３日（判決書あり） 

６ 牛窓簡裁：（原審）昭和２９年１０月１９日（１０月２８日） 

（控訴審）（昭和３０年３月１５日） 

７ 岡山地裁：昭和３０年２月１５日（判決書あり） 

８ 岡山地裁：昭和３２年３月６日（判決書あり） 

９ 岡山地裁：昭和３２年１１月７日（判決書あり） 

１０ 牛窓簡裁：昭和３３年５月３１日（判決書なし） 

１１ 岡山地裁：昭和３４年７月２２日（判決書あり） 

１２ 牛窓簡裁：昭和３９年４月７日（判決書なし） 

１３ 牛窓簡裁：昭和４０年８月２６日（判決書なし） 

１４ 岡山地裁：昭和４１年２月１５日（判決書あり） 

１５ 岡山地裁：昭和４７年６月８日（判決書あり） 

１６ 牛窓簡裁：昭和５０年１２月１２日（判決書あり） 

 

第５ 福岡高裁管内 

福岡高裁管内３３件中２０件は，検察庁が判決書を保管していた。 

（福岡高裁管内番号） 

１ 熊本地裁：昭和２６年３月２日（判決書あり） 

２ 熊本地裁：昭和２７年６月９日（判決書あり） 

（本件は菊池事件（ダイナマイト事件・第１審）である。） 

３ 熊本地裁：昭和２７年２月６日（判決書あり） 

４ 熊本地裁：判決日不明 

５ 熊本地裁：判決日不明 

６ 福岡高裁：昭和２７年１２月８日（判決書なし） 

７ 熊本簡裁：昭和２８年４月２３日（判決書あり） 

８ 熊本簡裁：昭和２８年６月１日（判決書なし） 

９ 熊本簡裁：判決日不明（判決書なし） 

１０ 熊本地裁：判決日不明（判決書なし） 

１１  熊本地裁：昭和２８年８月２９日（判決書あり） 

（本件は菊池事件（殺人事件・第１審）であるため，刑事訴訟

確定記録が保管されている。） 
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１２ 熊本簡裁：昭和２９年１月１６日（判決書あり） 

１３ 福岡高裁：（原審）昭和２８年８月２９日（８月３１日控訴） 

（控訴審）昭和２９年１２月１３日（判決書なし） 

（上告審）昭和３２年８月２３日 

（本件は菊池事件（殺人事件・控訴審）であるため，刑事訴訟確

定記録が保管されている。） 

１４ 福岡高裁：判決日不明 

１５ 福岡高裁：昭和２９年５月１９日（判決書なし） 

１６ 福岡簡裁：昭和３０年１月２２日（判決書あり） 

１７ 熊本簡裁：昭和３０年４月２２日（判決書あり） 

１８ 熊本簡裁：昭和３２年１１月４日（判決書あり） 

１９ 熊本地裁：昭和３３年４月１７日（判決書あり） 

２０ 熊本簡裁：昭和３３年１１月２５日（判決書あり） 

２１ 熊本簡裁：昭和３４年１２月１３日（判決書あり） 

２２ 熊本地裁：昭和３５年４月１８日（判決書あり） 

２３ 熊本地裁：昭和３５年６月１０日（判決書あり） 

２４ 福岡高裁：昭和３５年８月３０日（判決書なし） 

２５ 熊本地裁：昭和３５年１２月１日（判決書あり） 

２６ 熊本地裁：昭和３６年２月９日（判決書あり） 

２７ 熊本地裁：昭和３６年４月１日（判決書あり） 

２８ 熊本簡裁：昭和３６年５月９日（判決書あり） 

２９ 福岡高裁：昭和３６年６月１５日（判決書なし） 

３０ 熊本簡裁：昭和３６年６月４日（判決書なし） 

３１ 熊本簡裁：昭和３８年２月１５日（判決書あり） 

３２ 福岡地裁小倉支部：昭和３９年５月２６日（判決書あり） 

３３ 熊本地裁：昭和４０年７月２１日（判決書あり） 

 

第６ 仙台高裁管内 

仙台高裁管内３件中２件は，検察庁が判決書を保管していた。 

（仙台高裁管内番号） 

１ 仙台高裁：昭和２３年３月２１日（判決書なし） 

２ 登米簡裁：昭和２５年２月４日（判決書あり） 

３ 登米簡裁：昭和３２年４月１５日（判決書あり） 
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第７ 札幌高裁管内 

札幌高裁管内１件中，検察庁は判決書を保管していなかった。 

（札幌高裁管内番号） 

１ 札幌高裁函館支部：昭和２３年１２月１５日 

 

第８ 高松高裁 

高松高裁管内１件中，検察庁は判決書を保管していなかった。 

  （高松高裁管内番号） 

１ 徳島簡裁：判決日不明 
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第８節 高裁判所調査委員会による聴取結果 

 

第１ 入所者等の聴取報告書（添付図面） 

入所者等の聴取報告書添付の平面図（特別法廷開催場所） 

１ 菊池恵楓園入所者①の聴取報告書添付の手書図面 

（１）（１９５１年（昭和２６年）建築の）自治会事務所 
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（２）旧「公会堂」（慰安所）内部の構造（概略） 
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２ 菊池恵楓園入所者②の聴取報告書添付の手書図面 

 （１）旧「公会堂」（慰安所）内部での菊池事件の裁判の様子 
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３ 関係者（菊池医療刑務支所の教誨師と推認）の聴取報告書添付の平面図 

（１）菊池医療刑務支所（施設全体）（１９５３年（昭和２８年）建設分） 
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（２）教誨師が傍聴した特別法廷開廷場所（（１）図面の倉庫部分拡大） 
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第２ 内田博文（元ハンセン病検証会議副座長）の意見聴取報告（要旨抜粋） 

１ 聴取日時・場所 

２０１５（平成２７）年３月１６日，福岡高等裁判所小会議室 

 ２ 聴取者・同席者 

  聴取者： 高裁判所調査委員会（４名）：委員長代理（総務局第一課長），

委員３名（総務局付２名，総務局第一課長補佐） 

同席者：要請団体代理人弁護士４名 

 ３ 聴取内容（要旨抜粋） 

（１）特別法廷の違憲性判断 

○熊本地裁判決により１９６０年（昭和３５年）以降は違憲判断が確定し

ているが，１９６０年（昭和３５年）以前の特別法廷の違憲性は，らい

予防法の違憲性とは別個に判断する必要がある。 

○昭和２２年に特効薬プロミンが国内で合成されて治癒する病気になり，

昭和２６年には軽快退所者２５名が出ていたことから，病状・類型によ

り個別に判断すべきであった。 

○特効薬により旧癩予防法下においても事実上外出が認められていた現状

を踏まえて裁判所法の運用がされて然るべきであった。 

 （２）特別法廷の原因・背景 

○軽快退所者が出ていたことや全治できる病気になっていたことと一律に

出張裁判が指定されたことの間に大きなギャップがあり，その原因は無

らい県運動などによって作出された怖い病気で隔離・消毒しなければな

らないというハンセン病に対する差別偏見が大きな影響を与えており，

法曹界も例外ではなかった。 

○菊池事件の第１審裁判官が昭和３３年，朝日新聞の記事に「患者のため

に出張法廷をした」とコメントしたのは，戦後の無らい県運動がもって

いる「社会防衛と保護」という考え方の例証である。 

○出張法廷の正当化理由として挙げられる法廷秩序の維持と公共の利益に

ついては，特別法廷９５件一つ一つ個別的に法廷秩序の維持・公益の個

別審査がなされていない。実際，宮古南静園では入所者の申入れにより

裁判所における刑事裁判を認めたことからすれば，法廷秩序維持は出張

法廷の正当化理由にはなっていなかったと考えられる。 

○出張法廷は憲法上の疑義の氷山の一角であり，園内の懲戒検束規定も適

正手続を経ない懲罰であり，憲法上疑義があったこと，国際的に隔離廃

止が一般的となっていた昭和３３年に熊本地裁が外出制限違反に有罪判
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決を下しており，司法のハンセン病に対する誤解が散見される。 

 （３）今後の対策 

○出張法廷により入所者や家族の方々に与えた影響は大きく，出張法廷の

被告席に置かれた入所者は全体のごく一部であるが，検証・被害救済・

名誉回復の観点から，入所者全体が入所者全体の問題という認識で取り

組んできたのであり，入所者の方々が日本国憲法の枠外に置かれてきた

ことに強いショックを受けてきたということを押さえて置かなければな

らない。 

○裁判所も，司法独自の立場で，十分な検証をした上で，問題点に対して

真摯に謝罪して名誉回復・被害救済・再発防止の措置を講じてほしい。 

（３）質疑応答 

ア 德田靖之弁護士からの質問に対する回答（その１） 

○ハンセン病検証会議では，１９６０年（昭和３５年）以前についても

強制隔離に根拠がないので憲法上の疑義があるという考えに立ってお

り，遅くとも１９６０年（昭和３５年）以前は違憲状態という考え方

を採用しているので，出張法廷を正当化する法的根拠を一つ一つ丹念

に分析した上で憲法上の問題を検討する必要がある。 

○裁判所法制定当時，伝染性疾患に対して出張裁判を開くことを想定し

ておらず，ハンセン病患者については当初の想定とは違った事態が発

生したと考えられる。 

○有毒地帯（患者地帯）で行われた出張裁判は，一般的に傍聴は極めて

厳しいので，公開裁判の意義を大きく損なう事態が発生していたと考

えられる。 

○ハンセン病は感染力が大きいので，感染を防止し消毒しなければなら

ないから裁判所での裁判は適当ではなく，園内やハンセン病専用の医

療刑務所で行うという判断がなされたと思われる。 

○国は第三者委員会的なものとしてハンセン病検証会議を設置して多角

的検証を行ったが，裁判所も同様に第三者委員会的なものを設置して

検討して頂きたい。 

○ハンセン病検証会議では出張法廷について十分な資料を入手できなか

ったので，十分に検証できなかった。現在，検証の緒に就いた。司法

による検証，被害救済・名誉回復，再発防止策を実現して頂きたい。 

イ 八尋光秀弁護士からの質問に対する回答 

○司法の独立性の問題と検証・再発防止が調和するように推進して頂き
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たい。適正手続違反に対する被害救済・再発防止は，個々の事件の裁

判の問題と両立する可能性が高いのではないかと考えている。 

○入所者が憲法に基づいて司法的救済を求めることには非常に大きな壁

があった。らい予防法廃止時も憲法上の問題は明確にされず，社会復

帰の問題が生じ，社会的偏見は司法的救済を求めることに大きな制約

になっていた。 

ウ 高裁判所調査委員会からの質問に対する回答 

○個別に判断して裁判所での裁判は難しいという判断はあり得ないわけ

ではないが，当時の状況に鑑みれば，出張法廷をせざるを得ないとい

うのは極めて例外的場合であり，多くの場合は裁判所の公開裁判を受

けることについて，特段問題はなかったと判断できると考えている。 

○療養所に入所させて治療を受けさせるのが本人のためという考えは社

会防衛と表裏一体であり，黒川温泉宿泊拒否事件ではホテル側の謝罪

を受け入れなかった入所者への批判が殺到したのは，保護の対象であ

り，権利主体と認めていないということであり，無らい県運動の保護

と社会防衛が一体となって残っていると考えざるを得ず，司法だけで

なく各界が何とかしなければならない。 

○「司法ならではの名誉回復・被害救済」として，憲法違反の手続でな

された裁判の見直し，再審が司法の問題と考えている。 

エ 德田靖之弁護士からの質問に対する回答（その２） 

○論理的にはごくごく例外的に出張法廷が許される場合がありうるか

もしれないが，感染力が弱いこと，当時のハンセン病の状態を考えた

場合，それに該当する場合はほとんど考えられないだろうと思う。 

○（療養所で特別法廷が開かれた際，結果として入所者やマスコミが傍

聴したことで，公開性が認められるのかという質問に対し）療養所で

開くこと自体，公開裁判という考え方に馴染まない。 

 

第３ 高裁判所元職員の聴取報告書（要旨抜粋） 

高裁判所調査委員会が 高裁判所の総務局元職員（７名全員が元裁判官）

に対し，開廷場所指定に関する経緯・状況に関する聴取（ヒアリング）を行っ

た際，明確な記憶はない元総務局職員が多かったものの，要旨，以下のような

回答がなされていた。 

１ 元総務局第一課長Ａ 

（１）聴取日時・場所 
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２０１５（平成２７）年１２月１８日（金）午後０時４５分から 

高裁判所事務総局総務局長室 

（２）聴取者 

高裁判所調査委員会（４名）：調査委員会委員長（総務局長），委員長代

理（総務局第一課長），委員２名（総務局付，総務局第一管轄係長） 

 （３）聴取内容（要旨抜粋） 

（質問）昭和４７年４月から総務局第一課長だが，ハンセン病を理由とする開

廷場所指定は昭和４７年１月・２月に認可され，昭和４８年には他の疾患で

認可されていることについて記憶があるか。 

（回答）全く記憶がない。ただ一つだけ，寺田治郎元長官の国会答弁に同伴し

た記憶があり，その答弁のとき，「癩病」という言葉を使ったことを非常に気

にしていた。 

（質問）昭和４７年にハンセン病の上申が止まったことについて記憶があるか。 

（回答）第一課長として関与しなかったとは断定できないが，記憶にない。沖

縄復帰の頃なので，民事局・家庭局など国会関係に関わったやったことは覚

えている。 

２ 元総務局付Ｂ 

（１）聴取日時・場所 

２０１５（平成２７）年１２月２２日（火）午後２時３０分から 

聴取対象者自宅 

（２）聴取者 

高裁判所調査委員会（３名）：調査委員会委員長代理（総務局第一課長），

委員２名（総務局付，総務局第一管轄係長） 

 （３）聴取内容（要旨抜粋） 

（質問）総務局付は昭和３６年から３９年頃であり，「法廷を裁判所外で開

く場合について」という書面に「昭和３７．３．５吉井局付作成」と記載

しているが，記憶しているか。 

（回答）私が第一法規の判例体系の裁判法を作成したが，具体的事件は思い

出せない。ハンセン病について開廷場所指定が必要だと当時からおそらく

思っていたに違いないが，総務局としてどういう結論を付けたかは全然覚

えていない。 

（質問）「法廷を裁判所外で開く場合について」（２頁）の裁判所法６９条

の解説の中で，「従来認可された事例の殆どは被告人が癩患者である場合

である。これは，癩が伝染性疾患であるため，被告人を呼び出して法廷で



247 
 

審理すれば，公衆衛生上の危険が予想され，これを防止するためその都度

法廷に設備をするとすれば多大な経費を要することになるところから，認

められているのである。これらの場合には，癩患者のいる病院又は医療刑

務所で法廷が開かれる。」と記載しているが，（総務）局付当時，ハンセ

ン病について何か検討した記憶はあるか。 

（回答）記憶がない。ハンセン病は開廷場所指定の場合に該当するというこ

とは頭の中にかなり入っているので，やっているかもしれない。 

（質問）下級裁判所からの上申に添付されていた書類の記憶はあるか。 

（回答）覚えていない。 

（質問）総務局の係のロッカーの中に，開廷場所指定に関する書類が一つの

ファイルにまとめてあり，その中に「法廷を裁判所外で開く場合について」

が入っていた。ハンセン病に触れているものは限られており，ほとんどの

資料が廃棄されている。内部の決裁書類で残っているものはない。裁判官

会議に諮った記憶はあるか。 

（回答）裁判官会議まで諮らないで決めていたと思う。 

（質問）昭和２８年 高裁名義で「菊池医療刑務支所において法廷を開くこ

とができる」という書面が残っている。 

（回答）これがあるならば，その後ずっとやっているはずです。 

（質問） 高裁事務総局総務局長事務取扱として事務次長石田和外名義で「菊

池医療刑務支所で開くことができることになったので，これを一般に知ら

せるため貴庁の掲示場，菊池医療刑務支所の正門等に相当の告示をして下

さい。」という文書が発出されているが，関与した記憶はあるか。 

（回答）特別な記憶がないので，当然のこととしてやっていたのでしょう。 

（質問）「癩が伝染性疾患であるため，被告人を呼び出して法廷出審理をす

れば公衆衛生上の危険が予想され，これを防止するためその都度法廷に設

備をするとすれば多大な経費を要することになる」というのは，当時の事

務総局・裁判所の一般的な認識・見解だったのか。 

（回答）その通りだと思う。 

（回答）何の抵抗もなく開廷場所の指定に癩病も入る，癩病は開廷場所の指

定があれば他で開けるということは頭の中に残っているので，やったに違

いないが，具体的な手続は覚えていない。 

３ 元総務局付Ｃ 

（１）聴取日時・場所 

２０１５（平成２７）年１２月２４日（木）午後３時５５分から 
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聴取場所は黒塗り 

（２）聴取者 

高裁判所調査委員会（３名）：委員長代理（総務局第一課長），委員２名

（総務局付，総務局第一管轄係長） 

 （３）聴取内容（要旨抜粋） 

（質問）総務局付（昭和４５年から４８年ころまで）の間にハンセン病関連（

後が昭和４７年２月）の開廷場所指定がなされている。 

（回答）開廷場所指定は，制度的には一課担当と思うが，具体的には書記官事

務の一環として三課が担当していたと思う。総務局三課（書記官事務）局付

の時は１件もなかったはずだが，開廷場所指定を議論した記憶があるので関

与していると思う。その頃は，ハンセン病で開廷場所を指定することの問題

意識は全くなく，当然のことだと思っていた。その時代は，伝染しないとか，

差別になるという意識はなかった。 

（質問）当時は総務局だけではなく，裁判所も当然にそういう認識であったか。 

（回答）それまでもずっとハンセン病関係で開廷場所指定がなされていたと思

うので，何か問題提起があれば，開廷場所指定について問題意識を持つと思

うが，問題意識は全く無く，当然のように指定していたと思う。 

（質問）昭和２０年代の裁判官会議の議事録には，ハンセン病を理由とする開

廷場所指定は，今後，事務総局限りで処理させるとなっている。 

（回答）それは覚えている。裁判官会議マターだが，事務総局限りで進めると

いう話は聞いた。何か会議にかけた記憶があるので，総局会議にはかけてい

ると思う。ハンセン病だけの事例をリストアップして，これだけやっている

という会議資料を提出した記憶があり，結構，頻繁に開廷場所指定を行って

いるという話をしたと思う。記憶しているので関与していると思う。開廷場

所指定の手続は一課・三課の案件だったと思うが，具体的に中心として担当

していたのは三課だったと思う。制度面として一課担当と思うが，ルーティ

ンワークとして書記官事務の位置づけで上申受付手続は三課が担当してい

たと思う。三課が受け付けて決裁書を作成し一課に持っていき，局議にかけ

て総務局会議にかけていくという流れだったと思う。ルーティンワークだか

ら議論になることはなかったと思う。 

（質問）下級裁判所からどのような資料を提出させていたか。 

（回答）医師の診断書等を提出させ，かなり厳しい要件で開廷場所指定の手続

はやっていたと思う。療養所長の上申書もあった。具体的な伝染可能性やそ

の程度も含まれていたと思う。ハンセン病だから一律に許可することはなか
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ったと思う。治っている人もいるという認識があったから，少なくとも伝染

可能性は厳しく見ていたと思う。 

（質問）当時の事務総局又は総務局内で，ハンセン病の中でも伝染可能性のあ

る人とない人，その程度の高い人と低い人がいるということは，共通認識が

あったということか。 

（回答）治っている人もいるだろう，およそ治らないものではないだろうとい

う認識はあったと思う。 

（質問）当時，ハンセン病は治癒する病気という認識があったということか。 

（回答）不治の病とは思っていなかった。およそハンセン病だから許可すると

いうことではなかったと思う。 

（質問）らい予防法は基本的に外出禁止だが療養所長が認めた場合には外出で

きるという例外規定があるので，療養所長が認めるかどうかにかかってい

た。 

（回答）必ず療養所長の書面は付いていたと思う。病状について何らかの疎明

資料があり，病状の程度も記載されていたと思う。開廷場所の指定は制限的

にやっていたので，らい病ということだけで安易にやっていたわけではない

と思う。ただ，当時は，ハンセン病の方々の人権や気持ちを考えて進めると

いう感覚は全く無かった。 

（質問）具体的な開廷場所の資料は提出させていたか。 

（回答）法廷としてふさわしい部屋かを確認した。会議室か，どのくらいの広

さか，傍聴人が入れるか，傍聴席の配置を確認して，指示していた。裁判官

が行くので，裁判官が嫌がるかを心配していた。裁判官がマスクをしていっ

ても不快に思わせないようにする説明をした記憶がある。 

（質問）公開性担保の方法として，告示を対外的に公にすることについて記憶

があるか。 

（回答）告示したことは覚えている。公示送達する場合に使用する裁判所の掲

示場を使えばいいと考えていたと思う。 

（質問）総務局長事務取扱事務次長（石田和外）名義で，熊本地方裁判所宛て

書面で，貴庁の掲示場，菊池医療刑務支所の正門等に相当の告示をして下さ

いという記載がある。 

（回答）療養所の正門も掲示したと覚えている。以前の記録を確認し，正門に

告示すると書いてあったので，同じようにやっていた。 

（質問）事務総長の決裁を得ていた記憶はあるか。 

（回答）わからない。 
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（質問）裁判官会議に報告していたか。 

（回答）下級裁判所から開廷結果の報告は受けていたが，報告書の供覧をどこ

まで上げていたか覚えていない。 

（質問）ハンセン病を理由とする上申が認められないという具体的な事例の記

憶はあるか。 

（回答）具体的な事例の記憶はない。資料は厳しく見ていたが，資料が足りな

い場合でも，当然に不許可にするという考えはなく，資料の追加を求めるこ

とはあった。 

（質問）認可の際，裁判官の対応方法について，注意事項を指示していたか（例

えば，消毒・証拠書類の取扱い・伝染予防措置など）。 

（回答）マスクを付ける，記録の消毒・ゴム手袋も指示していたと思う。万が

一感染しても困るので，裁判官も書記官も完全防備だったと思う。重装備と

言えるものだったと思う。感染したら大変なので原庁の対応でいいかという

話をした記憶がある。 

（質問）記録上，総務局在職中（昭和４５～４８年），ハンセン病の開廷場所

指定は２件あるが，何か議論した記憶があるか。 

（回答）記憶にない。その後，１件もないということは必ずどこかで検討して

いるはず。ハンセン病に対する社会の認識が変わった節目で担当者が検討し

ていると思う。 

（質問）当時の厚生省や療養所とやりとりをしたことがあるか。 

（回答）開廷場所指定の事例で，療養所長との電話で（私が直接電話で聞いた

かどうかはわからないが）「療養所にはもう治っている人もいるので，皆，

外に出してはいけないということではないが，世間的にはとても出せない」

「療養所の周りには出せない。法廷のためでも無理」「地域住民がとても出

してくれない」という話を聞いた。 

４ 元総務局付Ｄ 

（１）聴取日時・場所 

２０１６（平成２８）年１月５日（火）午後１時３５分から 

聴取場所は黒塗り 

（２）聴取者 

高裁判所調査委員会３名：委員長代理（総務局第一課長），委員２名（総

務局付，総務局第一管轄係長） 

 （３）聴取内容（要旨抜粋） 

（質問）総務局在職中（昭和４７年４月から４９年ころまで），ハンセン病
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の開廷場所指定はないが，昭和４７年２月以降は上申もない。 

（回答）総務局在職中，ハンセン病も普通の病気であり，特別扱いするのは

いかがかという話をしていたような気がするが，局内の検討や議論をした

わけではない。 

（質問）昭和４７年以降，上申すらなくなっている。下級裁判所まで探索し

たが書面は残っていない。 

（回答）総務局で何かをした記憶はない。 

（質問）裁判所法６９条２項は「 高裁判所は」としているので，裁判官会

議が原則と思われるが，その過程は明らかではない。 

（回答）裁判官会議までは開いていないでしょう。 

（質問）ハンセン病の開廷場所指定は，１件の撤回以外，全て認可されてい

る。 

（回答）ハンセン病については特別扱いしていたのでしょう。私が総務局に

いた昭和４０年代ころ，ハンセン病を特別扱いする必要は無いのではない

かという感覚はあったと思うが，議論した記憶はない。 

（質問）厚生省や療養所から開廷場所指定について連絡があった記憶はある

か。 

（回答）他機関から何か言われた記憶はない。私が総務局に来た時，ハンセ

ン病についてはずっとこのような取扱いをしているという話を聞いたと思

う。 

（質問）ハンセン病は不治の病ではないという認識が 高裁内であったのか。 

（回答）皆，そう考えていたと思う。 

（質問）総務局在職当時，ハンセン病を理由とする開廷場所指定は１件もな

い。 

（回答）ハンセン病以外の事例（上申一覧表１７０，１７１）で上申書等を

三課で見たことはあると思う。昭和４７年以降，ハンセン病の上申がない

のは，何かきっかけがないのに今後は止めようということはないと思うが，

何かしたという記憶はない。裁判所の行政も何もなければ何もしないとい

うものだと思う。 高裁で正式に何かしたということであれば記憶に残っ

ていると思うが，記憶にないので， 高裁では何もしていないのではない

かと思う。 

（質問）ハンセン病を理由とする開廷場所指定は９５件，撤回は１件であり，

ハンセン病以外の場合は却下・撤回のケースが多くあり，認可率に差があ

る。 
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（回答）ハンセン病の事例では，特別扱いしていたのは間違いないでしょう。 

 ５ 元総務局付Ｅ 

（１）聴取日時・場所 

２０１６（平成２８）年１月１８日（月）午後２時０５分から 

聴取場所は黒塗り 

（２）聴取者 

高裁判所調査委員会２名：委員２名（総務局付，総務局第一管轄係長） 

 （３）聴取内容（要旨抜粋） 

（質問）今井氏の総務局付当時のハンセン病の開廷場所指定上申は，上申一

覧１６０番・１６２番の２件であるが，記憶にあるか。 

（回答）全く覚えていない。 

（質問）総務局内で会議を開いた記憶はあるか。 

（回答）会議は開いていないでしょう。おそらくルーティンでやっていたの

ではないか。 高裁事務総局作成の「裁判所法逐条解説」に関わっていた

が，開廷場所指定を誰が書いたか覚えていない。 

（質問）裁判官会議の記憶はあるか。 

（回答）記憶にない。 

（質問）事務総長の決裁や総局会議の記憶はあるか。 

（回答）記憶はない。 

（質問）当時，ハンセン病を理由とする開廷場所指定について議論した記憶

はあるか。 

（回答）記憶にない。おそらく（議論）されていないと思う。問題になって

議論していれば，少しぐらい記憶があると思う。 

 ６ 元総務局付Ｆ 

（１）聴取日時・場所 

２０１６（平成２８）年１月１８日（月）午後２時３５分から 

聴取場所は黒塗り 

（２）聴取者 

高裁判所調査委員会２名：委員２名（総務局付，総務局第一管轄係長） 

 （３）聴取内容（要旨抜粋） 

 （質問）総務局付当時（昭和４１年６月から４４年６月まで），ハンセン病に

関する上申は３件ある（上申一覧１５９番～１６１番）が，開廷場所指定の

手続の記憶はあるか。 

 （回答）私が関与したのは上申一覧１５９番・１６０番の菊池医療刑務支所２
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件と思う。当時，大阪地裁から菊池医療刑務支所を開廷場所として指定する

上申が第一課管轄係にされていたことを記憶しており，総務局長決裁で許可

したと思う。「許可する」という定型的文言の書面に総務局長，第一課長，

２人の総務局付が押印していた。菊池医療刑務支所という名称は非常に記憶

しており，２件は押印したと思う。奄美和光園の覚えはないので，関与して

いないと思う。（被告人が）菊池医療刑務支所であるにもかかわらず，大阪

地裁からの上申であり，移送もされていなかった。係から上申書の付いた開

廷場所指定の決裁書面が回って来た際， 初の事件の時は，係から説明を受

けて押印したが，その後は，総務局付として検討することはなく，ハンセン

病であれば決裁書面に機械的に押印していた。大部な資料を審査したり，資

料追加を求めた記憶もない。当時は慣例として機械的に決裁書面に押印して

いた。 

 （質問）診断書以外に伝染可能性について検討した記憶はあるか。 

（回答）検討していない。 

（質問）下級裁判所からの上申書の資料の中に，菊池医療刑務支所の所長から

の上申書や意見書は添付されていたことはあるか。 

（回答）そういうものはないと思う。総務局付としては機械的に押印し，総務

局付として特別に検討した記憶はない。 

（質問）決裁手続が，総務局長決裁というのは明確な記憶か。 

（回答）明確な記憶ではないが，事務総長決裁はあり得ない。裁判官会議に諮

ることも絶対にない。 

（質問）昭和２３年２月，裁判官会議で，癩患者の刑事事件を裁判所外で開廷

する場合，事務局を指定処理せしめるという議決がなされている。 

（回答）決裁区分の委任として，甲が長官，乙が事務総長，丙が局長という決

裁区分の裁判官会議の決定があったから，委任規定に基づき，総務局長に委

任されていたと思う。 

（質問）総局会議に諮ることはあったか。 

（回答）他の総務局付が総局会議に諮ると話しているのであれば，そうなのか

もしれないが，総局会議に諮ることは考えられない。当時の総局会議の運営

からすると，個別事件について総局会議に諮るのかなと疑問に思う。 

（質問）当時，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の在り方について総務局

内で議論した記憶はあるか。 

（回答）全く記憶にない。裁判所法逐条解説の作成に関わったが，誰が６９条

の担当者か覚えていない。言葉は悪いが，ハンセン病に関してはルーティン
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ワークで行っていた。 

７ 元総務局付Ｇ 

（１）聴取日時・場所 

２０１６（平成２８）年２月１９日（金）午後２時００分から 

高裁判所事務総局総務局長室 

（２）聴取者 

高裁判所調査委員会３名：委員長代理（総務局第一課長），委員２名（総

務局付，総務局第一管轄係長） 

 （３）聴取内容（要旨抜粋） 

（質問）昭和４７年４月から総務局付になってからハンセン病を理由とする上

申はない。 

（回答）総務局を離れる際，４年間の業務をまとめるため，開廷場所指定の資

料をまとめた記憶がある。雑誌にハンセン病の記事があった記憶がある。 

（質問）記事に隔離政策以外に特別法廷について記載があったのか。 

（回答）当時，特別法廷指定に反発して争われた事件や新薬発表で批判的記事

もあったのではないか。明確な記憶はない。 

（質問）下級裁判所から事前協議や上申がなされた際に検討した記憶はあるか。 

（回答）出廷できない当事者のために特別法廷を指定することが制度趣旨に合

っているかという問題があり，私自身，制度趣旨に合わないという違和感が

あったので，通達まで遡って検討したが，個別事件のために特別法廷を指定

してよいと記載された文献もなく，昔から行われているので，やむを得ない

が，特別法廷を指定するしかないと考えた記憶がある。 

（質問）昭和４７年４月以降，下級裁判所から正式な上申は１件もないが，ハ

ンセン病を理由とすることに問題があると検討したり，下級裁判所に連絡し

た記憶はあるか。 

（回答）下級裁判所に連絡はしていない。当時の法制度でも，一定の要件を満

たせば外出可能であったはずであったし，療養を受けていても，療養所外の

一定の地域に居住することも認められていたはずである。ハンセン病に罹患

しているだけで何の問題もなく開廷場所指定をしたとは考えられない。昭和

４７年以降，療養所内の犯罪の事例がほとんど無いから開廷場所指定の上申

が無くなったのも当然という発想である。 

（質問）国会向け想定問答集を整理したとのことですが，ハンセン病について

検討したことはあるか。 

（回答）各課に想定問答を作成させ，私は監修する程度だった。 
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（質問）患者団体の要望ではハンセン病を理由とする開廷場所指定は差別では

ないかということです。 

（回答）当時のらい予防法による隔離政策の中で，司法にアクセスできない人

に対し，裁判所ができることは特別法廷を指定することであり，司法にアク

セスできない人に対して，特別法廷という便益を供与していることが前提に

なるので，差別という主張をそのまま真に受けるべきではない。 

（質問）それは当時の認識か，現在の考えか。 

（回答）当時はわからないが，現在の考えである。制度論で対応すべき話なの

で，内部調査すること自体が何を考えているのかと感じる。特別法廷指定が

単なる便益の供与を超えて差別的取扱いだという話は 近の話であり，後か

ら出て来た議論ではないか。昭和４７年当時，特別法廷が差別的取扱いでけ

しからんという声があることはおよそ考えていなかった。新薬が出て感染可

能性が少なくなっても，感染の可能性は個々の当事者によるという認識だっ

たと思うので，送付された書類について，これを触っても大丈夫かという気

持ちがあったことは間違いない。 
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第１ 開会挨拶 

 

（司会：弁護士増子隆徳） 

司会：本日は，連休初日午後の，何かとご多用な折，本シンポジウムにご参加くだ

さいまして，まことにありがとうございます。それでは，定刻でございます。ただ

いまより，日本弁護士連合会主催のシンポジウム「隔離法廷と法曹の責任－ハンセ

ン病療養所入所者に対する『特別法廷』を考える－」を開会いたします。初めに，

主催者を代表いたしまして，日本弁護士連合会会長，中本和洋よりご挨拶がござい

ます。 

 

（日本弁護士連合会会長（当時）：中本和洋） 

中本：皆様，こんにちは。土曜日の，何かとご予定があったと思われるこの日に当

シンポジウムにご参加をいただきまして，まことにありがとうございます。 

 

 

 

 皆様ご承知のとおり，本年の４月 25 日に 高裁は，1970 年代前半までハンセン

病の皆様方に対する特別法廷での裁判をしてきたことにつきまして謝罪をいたしま

した。 
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特別法廷というのは，裁判所法 69 条２項に定められておりまして，震災など特別

な事情によって裁判所で裁判をすることが極めて困難である場合に，裁判所以外の

ところで裁判ができるということを定めているわけでございます。しかしながら，

このハンセン病の患者の皆さんに対する裁判につきましては，1972 年まで，１件の

申請撤回の他，100％，この特別法廷で裁判がなされてきました。 高裁は，個別の

事情を全く考慮せず定型的に全て特別法廷で裁判をしてきたものです。このような

状況の中で 高裁が謝罪したのですけれども， 高裁が謝罪するのは極めて異例の

ことでございます。しかしながら，有識者委員会等で指摘されておりますように，

このような特別法廷が，憲法の 14 条，法の下の平等，あるいは裁判の公開に違反す

るのではないかと，このようなことを明確にすべきではなかったのかというような

指摘もなされているところです。 

 言うまでもなく，特別法廷には弁護士が参加しているわけですので，その当時に

弁護士・弁護士会はこの特別法廷の問題点について気づかなければならなかったわ

けでございます。2001 年の５月に熊本地裁におきましてハンセン病の患者の方々が

訴訟を起こされましたその判決を見て，日弁連は，これまでハンセン病の患者・元

患者の方々に対する著しい人権侵害を見過ごしてきたということについて反省し，

以後は，ハンセン病の皆様方に対する人権侵害の問題について取り組むことを決意

いたしました。しかしながら，この特別法廷につきましては，これまで日弁連は謝

罪もすることなく，検証もすることもなく，今日に至っております。 

この特別法廷の問題は，裁判所・検察庁・弁護士会，法曹三者が皆その責任を負

うべきものでありまして，謝罪し，この問題に取り組んでいかなければならないと，

このように考えております。本日はこのような問題意識を持ってこのシンポジウム

を企画いたしました。 

 本日のシンポジウムは，映画，講演，パネルディスカッションと，大変充実した

ものになっております。長時間にわたりますけれども， 後まで皆様方に参加いた

だきますようお願い申し上げまして，私の開会の挨拶といたします。今日はどうか

よろしくお願いいたします。 

 

司会：本日の予定につきましては，お手元にございます配布資料を１枚めくったと

ころに「進行次第」とございます。このとおりでございますが，前半は，今，会長

が申し上げましたとおり，映画「新・あつい壁」をごらんいただきます。この映画

は今から９年前の 2007 年に制作されたもので，ハンセン病患者が特別法廷で裁かれ

死刑となった 50 年以上も前の事件を通して，それを許した当時の社会の意識が今日

どのように変わったのか，そして変わらないのかを描いた作品でございます。本編
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111 分です。それでは，ただいまから上映いたします。 

 

第２ 映画上映・監督挨拶 

 

【新・あつい壁】概要 

 本映画は，ハンセン病患者の強制隔離政策が進められる中，ハンセン病患者とし

て入所勧告を受けていたＦが，村役場衛生課職員に対する殺人未遂事件（1951 年発

生）・殺人事件（1952 年発生）の被疑者として逮捕された後，菊池恵楓園に強制収

容され，菊池恵楓園・菊池医療刑務所内に設置された隔離法廷（特別法廷）で刑事

裁判を受け，Ｆは一貫して無実を訴えていたが，死刑判決が下され，（３度目の再審

請求中に）死刑執行されたという「菊池事件」を題材にした作品である。 

特別法廷内では，裁判関係者が白い予防着を着用し，ゴム手袋をはめ，証拠物を

火箸で扱い，被告人に証拠物を触れさせないなどの非人間的な取扱いがなされたと

いう。この裁判に携わった元書記官が，後年，Ｆの教誨師に対して，被告人を「ボ

ロ雑巾のように死に追いやった」という告白をしている。 

ハンセン病患者であることを理由に法の下の平等を踏みにじられた菊池事件を通

して，それを許した社会の意識やハンセン病患者・家族に対する差別について問う

ている。 

（映画・上映終了） 

 

司会：映画「新・あつい壁」でございました。いかがだったでしょうか。実は，本

日，この映画の監督をされました中山節夫さんにお越しいただいております。ここ

で中山さんをご紹介し，ご挨拶を賜りたいと思います。では，中山監督，どうぞお

願いします。 

 

（映画監督：中山節夫） 

中山：どうもありがとうございました。私も久しぶりに見まして，なかなかいい映

画を作ったものだなと思って，ちょっと感動しましてね。作ってすぐはいろいろと，

何といいますか，なかなか普通の映画を見るようにいかなかったのですけれども，

久しぶりに見ました。 

 私は，今，出てきました合志，今は「市」などと言いますけれども，合志村で，

恵楓園まで３キロぐらいのところで育ち，高校生いっぱい，そこで過ごしました。

具体的に恵楓園を，あるいはハンセン病を差別の対象として育ったものです。です

から，ハンセン病になったら，当時はらい病と，らい病になったら恵楓園に入れら
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れるのは当たり前と思いました。ちょうど今の事件が起きたのは，私が中学の２年

生のとき，昭和で言いますと 26 年に起きまして，新聞には「脱走」と出て，「らい

菌をまき散らす」などと，いろいろなことがありました。新聞もまだ当時は，見開

きぐらいの，４ページぐらいでしたけれども，新聞などはこぞって全部，差別して

いましたね。 

 それから３年後，高校２年のときに，黒髪校，ハンセン病患者を親に持つ子ども

たちを一般の学校に入れないという事件が起きました。それを先に映画化したので

す。これは，映画化したいとは思っていたのですけれども，難しい，わからないと

いうことで，ずっと，映画はできないとも思い込んでおりましたし，ちょうど高校

生のときに，プロミン獲得運動とハンガーストライキを患者さんたちが差別に対し

てやられた時期という，それも目の当たりに見ておりますが，ハンセン病に対する，

らい予防法などがあるということはもちろん知らなかったですね。でも，あそこに

入れられるのは当たり前ということで育ってきまして，だんだん長じてくる中で，

どういうわけか，このような問題に興味を持ってきたというのが事実ですね，私は。

成長の過程でですね。そのようなことで， 初の映画も，映画界はもう相当左前に

はなっていましたけれども，まだまだ今より全然元気がいい時期でしたから，一般

にはできないから，熊本へ帰って，運動を起こして作りました。 

 それから，そのときの熊本で，ちょうど教職員組合に一生懸命やってもらいまし

たが，そのときの教文部長が，ちょうどこの事件が起きたとき，大学を出て３年目

ぐらいで，この村の中学校の先生になったということで，「これをやりたいんだけど」

という話をしたのですね。そのようなことで，「ああ，やろう，やろう」と言われた

ものの，なかなかでき上がりませんでしたけれども，予防法が廃止になったり，い

ろいろなことが起きる中で，同じやはり温泉ホテルの宿泊拒否問題など，いろいろ

な問題が起きてきているから，これはやろうということと，それから，やはり，こ

の方は一番の犠牲者ではないかということがありましたもので，とにかく，また運

動を起こしてやったようなわけでございます。 

 何を話しているか，今，少しわからなくなりましたけれども，ハンセン病に対す

る差別というものは，一回本当にしみ込んでしまうと，なかなかそれが，病気は治

る，乳幼児しかうつらないということがわかっていても，やはり差別してしまうと

いうことですね。それから，私たちのような，あのような高い塀を子どものときに

見て，えらく高くて，あれを見るだけで怖かった。 

 それから，昭和 25 年ごろから，これが一番問題なのですけれども，約 1,000 床を

2,000 床にするということで，少年航空隊の後をもらったらしくて，そこで増床が

行われたわけですね。そのとき，私の村も，戦後で，農家の次三男の人はもちろん
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就職などはないものですから，皆，労働者として働きに行ったとき，この事件の裁

判の話などもしておりました。その話で，証拠物件を持ってこいと言うと，火箸と

いうものが昔あったので，それでつまんで持っていったとか，「大変な事件だったば

い」という話などをよく聞いております。 

 その中で，私が 初に恵楓園に行ったのは，中学１年のときに，隣の，今は農業

公園といいますが，昔は種畜場と言っていたのですね。春の遠足，９カ年間，小学

校１年から中学３年まで同じところで，中学に入ったときに，あそこの恵楓園の近

くの子どもたちと一緒になります，友達と。家畜を見ることにも飽きているもので

すから，「恵楓園に見にいこうか」という，動物園を見るような形で，その子たちが

言ったのですね。「じゃあ，行こう，行こう」と言ったのは私一人で，そこの人たち

が３人で行きました。 

 そのような中で，入るときにあの塀があります。塀がないところは，三段跳びで

行ってやっと渡れるぐらいの深い堀ですね。落ちたら絶対に上がれない，それが掘

ってありました。それで，ヒノキのうっそうとした森があったのです。そのヒノキ

の枝に石を投げてみろと言うから，投げましたら，灰がふわーっと来るのですね。

そのヒノキの森の中に二つの火葬場がありましたね。それが非常に印象的でした。

道々で，彼らがいろいろなハンセン病のことなどを話して，全然差別がないと知っ

たのですが，でも，なぜ差別を彼らがしなかったか，怖がらなかったかと。戦中か

ら戦後にかけて，中には食料がなかったのですね。外は農村で，農家ですから，食

料はある。それから，衣類がなかったのですね，戦後。それで物々交換しているう

ちに，親戚づき合いのようになった。頭で理解したのではないのですね。「ハンセン

病はとにかく，小さい人しかうつらんから，心配ないぞ」と。ちょうどそのころプ

ロミンが出てきていましたから，１人，退院された，治る病気だろう，ということ

でしたね。 

 それから，道々行くとき，昭和 25 年ですから，まだ甘いものもない時期に，患者

さんが「おーい，寄っていけ。まんじゅうができとるぞ」と言うから，みんな寄っ

て，まんじゅうを食べるのですね。私は甘いものが大好きだったのですけれども，

そのときはさすがに食べられませんでした。 

 そのような中で，ここの医者は，長靴を履いて，とにかくマスクをかけて，ゴム

の手袋で脈を診るなどということを聞きまして，中学校の１年生ですから非常に私

もそのときは腹が立ちました。素手で診てやったらどれほど患者さんはうれしいだ

ろうなということで。お医者さんになろうと思ったのですけれども，余り頭の出来

がよくないから映画監督になってしまったのですけれども。そのような時代でした

けれども，交流があるということ，これがやはり彼ら，私のあの恵楓園の近所の友
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人たち，交流がある中で，その当時から，頭で理解するということより，生活の中

で理解していったように思います。 

 そのような経験の中でずっとやりながら，東京に，大学でこちらへ来てから，（多

摩）全生園に行ったり草津（栗生楽泉園）に行ったりしながらいろいろなこと教え

ていただいたということで，この映画をやろうと思ったとき，この方が死刑になっ

たときに初めて自治会を表から訪ねていったのですね。それまでは，映画がただな

ものですから，見せてもらったりしながら，行って，逃げるようにして帰るような

ことでしたけれども，自治会に行って，初めて渉外部長と，今，映画の中に出てき

ましたけれども，これからレタービデオで見られると思いますけれども，志村さん

がまだ 20 代の，私と４歳しか違いませんから，青年部長でした。そのような中から，

昔，いろいろお世話された方々は，もうほとんど志村さんだけですね，今，生きて

いる方は。いろいろな方からお話を聞いたりしていて，ほとんど，今のものは聞い

た話ばかりです。裁判記録なども読みましたけれども，全然わかりません，私には

そのようなことは。それと，やはりハンセン病に対する，近くで育った者の感情と

いうのでしょうか，そのような一般的な感情を基本にしながら映画化したつもりで

す。終わります。話していると長くなります。何を話しているかわかりませんから。 

 これを見ていただいた方に今まで話してきたことは，この方に刑を言い渡し，刑

を執行した人，裁いた人，これは法曹関係，警察関係の方々かもしれないと。しか

し，「あそこに入れられるぐらいなら死んだ方がまし」「らい病になるぐらいなら死

んだ方がまし」と言った私たちも，あの方を断頭台に後押ししたのではないだろう

か，ということで，自分たちはどうするかということで，一つ考える材料にしてい

ただければということでお願いしてまいりました。今日はほとんどが弁護士の先生

たちが多いと思いますから，そのようなことはわかると思いますが，非常にらい予

防法ということが人権を無視していたということを感じました。では，どうも，今

日はありがとうございました。 

 

司会：中山さん，どうもありがとうございました。それでは，後半は，報告，それ

から，ご講演，パネルディスカッションと進めてまいりますけれども，その前に休

憩を取りたいと思います。ただいまから 15 分間ですので，15 時 25 分まで休憩にい

たします。その後，再開いたします。 

 

（休憩） 
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第３ 人権擁護委員会（医療部会）報告・入所者ビデオ聴取報告 

 

司会：それでは，ただいまから後半に入りたいと思います。まず，日弁連人権擁護

委員会医療部会からのご報告をさせていただきます。報告者は人権擁護委員会医療

部会の黒木聖士委員です。では，よろしくお願いします。 

 

（人権擁護委員会医療部会委員：弁護士黒木聖士） 

黒木：ただいまご紹介にあずかりました日弁連人権擁護委員会医療部会委員の黒木

聖士と申します。座ってご報告させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本年の４月 25 日に， 高裁判所事務総局から「ハンセン病を理由とする開廷場所

の指定に関する調査報告書」が出されまして，われわれ医療部会で検討してまいり

ましたので，その結果についてご報告させていただきたいと思います。レジュメに

沿ってお話しさせていただきます。 

 まず第１に，ハンセン病の特別法廷とは何かということですが，ハンセン病の療

養所の入所者の方々の裁判について，常時，ハンセン病療養所や刑事収容施設で隔

離して裁判が開かれたということについて「特別法廷」と呼ばれております。 

 裁判は，原則として裁判所で開かれることが裁判所法で定められておりますけれ

ども，例外として， 高裁判所が必要と認める場合には裁判所外で開廷できるとい

うような例外規定があります。ただし，その場合でも，公開の要請というものが憲

法上，義務づけられているということです。 

 そこで，そもそもハンセン病療養所入所者の裁判について特別法廷を指定する必

要があったのか，それに関連して，特別法廷を指定したことが平等原則違反，法の

下の平等に反するのではないかという問題点があります。もう一つは，開廷場所が

ハンセン病療養所や刑事収容施設ということで，公開原則に反するのではないかと

いうことが問題になります。 

 第２に， 高裁判所の調査報告書についてご説明いたします。 

 調査に至る経緯ですけれども，2001 年５月，ハンセン病国賠訴訟で違憲判決が出

されて，当時の小泉首相が控訴を断念して違憲判決が確定し，衆参両議院が謝罪す

るという状況になりました。その後，厚生労働省が設置した「ハンセン病問題に関

する検証会議」が，2005 年３月に 終報告書を出して，その中で，特別法廷につい

て，法の下の平等，裁判を受ける権利，裁判の公開原則の違憲性が指摘されており

ました。その後， 高裁は特別法廷についての調査や検証には着手しなかったとい

う状態が続きます。そのような状況の中で，2013 年 11 月，全国ハンセン病療養所

入所者協議会などが特別法廷に関する検証の申入れを 高裁にしました。それを受
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けて，2014 年５月に， 高裁事務総局内に調査委員会が設置されて調査が開始され，

2015 年９月には，有識者委員会が追加で設置されて追加調査がなされ，今年４月，

調査報告書が公表されたという経緯です。 

 高裁の調査対象としては，「司法行政事務として行った開廷場所指定の適法性」

に限るということで，「裁判の独立の侵害のおそれがあるため，個別事件の審理の適

法性は調査の対象ではない」とされております。 

 開廷場所指定の手続きについては，昭和 23 年２月 13 日， 高裁裁判所の裁判官

会議で，ハンセン病を理由とする特別法廷の指定については事務総局に専決権限を

付与するという決定がなされて，それ以後は事務総局限りで処理され，裁判官会議

には報告のみがなされていたと状況だったということが，調査の結果，わかりまし

た。 

 開廷場所指定の具体的な状況については，本日の配布資料でも一覧表が別冊で配

られていますので，ご参照ください。まず，ハンセン病以外の病気や老衰を理由と

して裁判所以外で法廷を開いた場合は，昭和 23 年から 後が平成２年までという状

況で，平成２年以降は裁判所外の法廷の上申はございません。この上申が合計 61

件あり， 高裁が認可したのは９件，却下が 27 件，撤回が 25 件です。他方，ハン

セン病を理由とする場合については，昭和 23 年から昭和 47 年まで下級裁判所から

合計 96 件の上申がなされ，認可が 95 件，却下が０件，撤回が１件という状況で，

撤回１件を除けば認可率は 100％という状況です。開廷場所は，ハンセン病療養所

と刑事収容施設ということです。詳細は調査報告書の別紙，配布資料の一覧表をご

覧ください。その中で，開廷場所毎に件数を数えてみたところ，一番多かった場所

が菊池医療刑務支所が 26 件です。これは，昭和 28 年３月に開所されたハンセン病

患者専用の刑事収容施設です。次に多かった場所が菊池恵楓園と長島愛生園の各９

件ずつで，次いで，岡山刑務所８件，東京拘置所７件と続いております。 

 高裁が開廷場所の実情について認定した事実ですけれども，裁判所の掲示板と

療養所などの正門に開廷をする旨の告示がなされたこと，患者・家族・職員などの

傍聴が許されていたことが推認されるとされています。 

 裁判所外の開廷の必要性や差別的取扱いについての評価ですけれども，まず，裁

判所外の開廷の必要性について，「被告人が長期間の療養を要する伝染性の疾患の患

者であって，裁判所庁舎に出頭を求めて審理することが不可能ないしは極めて不相

当な場合など，真にやむを得ない場合に限られる」という裁判所法の解釈を示して，

ハンセン病患者の場合については，診断書以外の科学的知見を具体的に検討した形

跡はないということ，他の病気に比べて認可率が非常に高いということから，「ハン

セン病を理由にした裁判所外の開廷の必要性を認定する定型的運用であった」と認
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めました。そして，「遅くとも昭和 35 年以降は，合理性を欠く差別的取扱いがあっ

たことが強く疑われ，裁判所法 69 条２項に違反する」と違法性を認し，「事務総局

による運用は，一般社会における偏見・差別を助長するもので，深く反省すべきで

ある」とまとめています。 

 開廷場所の適法性，憲法上の公開原則との関係ですけれども，「伝染予防の観点か

ら，病院や療養所などを開廷場所とすべき場合もあり得る」として，「開廷の告示を

するなどの方法によって，その場所で訴訟手続きが行われていることを一般国民が

認識することが可能で，かつ，一般国民が傍聴のために入室することが可能な場所

であれば，公開の要請を満たす場所として開廷場所とすることが許される」という

ような結論を導いて，「ハンセン病を理由とする開廷場所が公開の要請を満たさない

ものであったとはいえない」としました。それに対して，「公開原則違反の疑いが拭

い切れない」という有識者委員会の意見が出されましたが，それに対して， 高裁

は「ハンセン病療養所・刑事収容施設は，訪問が事実上不可能な場所であったとま

では断じ難い」として，「公開原則違反ではない」としました。 

 内部手続の適法性については，「事務総局への専決権限の付与自体は，行政法上は

適法である。しかし，遅くとも昭和 35 年以降は，専決の前提となった運用が相当を

欠く状況であった」と認めました。 

 総括として，「遅くとも昭和 35 年以降，誤った開廷場所指定の運用が，ハンセン

病患者に対する偏見・差別の助長につながり，ハンセン病患者の人格と尊厳を傷つ

けたことを深く反省し，謝罪する」とされています。 

 後に，「今後について」として，１番目に，「偏見・差別を廃し 新の科学的知

見などを具体的に検討して，裁判所外の開廷が真にやむを得ない場合に該当するか

を精査し，裁判官会議に諮る」，２番目に，「上記の過ちと深い反省を忘れず今後の

教訓とし，人権に対する鋭敏な意識を持って，先例にとらわれない法令遵守が堅持

された事務処理を行う」，３番目に，「誤った運用が二度と行われないよう具体的な

方策を着実に実行していく」と述べられております。 

 第３に，「有識者委員会意見」が 高裁の調査報告書に添付されておりまして，本

日の配布資料にも付けておりますので，ご覧ください。 

 その中で，「問題の背景と本質」として「時の壁」と「隔離の壁」が上げられてい

ます。それは，らい予防法廃止から 20 年，違憲判決から 15 年が経過して，事情を

知る多くの関係者が死亡し，調査が余りに遅きに失したということ，ハンセン病の

療養所で裁判が行われたことは不合理な差別である，ということです。 

 平等原則違反については，機械的・定型的に裁判所外の開廷場所を指定する運用

は不合理な差別的取扱いであることは明らかであって，端的に憲法 14 条の平等原則
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に違反していたといわざるをえない，と指摘しました。 

 公開原則違反については，本件の背景・本質がハンセン病患者の差別であり，平

等原則の視点から，一般社会の公開法廷と比較して実質的に公開されていたかを踏

み込んで検証すべきであって，掲示等の事実をもって，法廷が療養所外の一般の人々

に実質的に公開されていたというには無理があり，それは 低限度の公開に過ぎな

い。「激しい隔離・差別の場」であるハンセン病療養所などで行われた裁判は，公開

原則を満たしていたか，違憲の疑いは，なお拭いきれないとして，司法府の責任と

して，一歩踏み込んだ判断を求める，という注文をつけております。 

 また，1960 年（昭和 35 年）以前について，元々，ハンセン病の発病率は低く，

戦後，治癒する病気になって，強制隔離政策が国内外で否定されてきたということ，

日本国憲法で，裁判所が違憲立法審査権を付与されて，司法府はより鋭敏な人権保

障の姿勢が求められていることから，昭和 35 年以前についても，ハンセン病患者へ

の反省と謝罪の表明があってしかるべきだとして，司法行政の妥当性について一層

の検証と議論を求める，という注文を付けております。 

 将来に向けての提言として，患者の人権（裁判を受ける権利・公開原則）の保障

がまず第一に配慮されるべきであること，人権意識の涵養のために，ハンセン病政

策の歴史を踏まえた人権研修，現地研修，旧菊池医療刑務支所の保存・復元が必要

である，と述べられております。 

 「おわりに」では，検事・弁護士等の法曹，法学研究者等の法学界の人権感覚と

責任が厳しく問われている，と締められています。 

 第４に，このような 高裁の調査報告書，有識者委員会意見を踏まえて，日弁連

人権擁護委員会医療部会として検討した結果を簡単にご紹介いたします。 

まず，平等原則違反について，ハンセン病の特別法廷は，偏見による差別的取扱

いであって，明らかな不合理な差別として，憲法上の平等原則違反と言わざるを得

ません。 高裁が，裁判所法違反の問題に限定して，憲法上の平等原則違反に触れ

ていないということは，差別の根深さを曖昧にしていると思われます。ハンセン病

患者が，いわば「日本国憲法の埒外」として受けてきた全人格的な隔離被害（人生

被害）に対して，根本的に被害回復（人間回復）を図るためには，ハンセン病の違

憲判決と同様に，違憲性が明確に認められるべきだと考えます。 

 公開原則違反については，強制隔離政策によって作出・助長された激しい差別・

偏見の下で，療養所等に一般人が近づくことは，一般社会の認識としては極めて困

難であったと考えられ，たとえ一部で傍聴人がいたとしても，全体的・実質的に見

れば，公開原則違反と評価せざるを得ないと考えます。 高裁の調査報告書では，

開廷の掲示と訪問のいわば「物理的可能性」から公開の要請を満たすとしましたけ
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れども，このような形式的判断は，結局，強制隔離政策によって作出・助長された

患者に対する差別の実態を十分に把握し切れていないのではないかと考えます。 

 裁判所の再発防止策について， 高裁は，有識者委員会の意見も踏まえて，今後

も，1960 年以前も含めて，実態調査・違憲性の検証をさらに続けていく必要がある

と考えます。その際には，再発防止のためのハンセン病元患者を含めた有識者委員

会を立ち上げて，実効的な再発防止策を検討・実行していくべきではないかと考え

ます。 

 後に，弁護士・弁護士会の責任については，ハンセン病特別法廷によって，ハ

ンセン病患者・元患者の方々の基本的人権が侵害されてきたにもかかわらず，私た

ちが何らの取り組みもしてこなかったことについて，基本的人権の擁護を使命とす

る弁護士・弁護士会としてその責任を痛感し，深く反省するとともに，ハンセン病

患者・元患者をはじめとする被害者の方々に心より謝罪を申し上げる次第です。私

たちは，特別法廷問題の検証・再発防止も含めてハンセン病問題について，今後と

もできるだけの取り組みを続けていくよう努力したいと思います。以上，医療部会

報告でした。 

 

司会：ありがとうございました。続きまして，ビデオレターを上映したいと思いま

す。ビデオにご出演いただいておりますのは，ハンセン病国賠訴訟全国原告団協議

会会長の志村康さん外，菊池恵楓園に在園の方々です。わかりやすくするために，

解説を，引き続き，黒木委員にお願いしたいと思います。では，上映をお願いしま

す。 

 

【長州次郎さん】 

 人払いされて，幔幕で全部囲んで，一切，入園者は見ることができなかった。そ

れも，全部，幔幕で囲んでな，絶対に中に，どこでしよるかわからないような形で

な。 

（当時は）患者地帯を有菌地帯，それから，職員地帯を無菌地帯と（言って），はっ

きり分かれておったわけですね。それで，口蹄疫や鳥インフルエンザで動物を殺処

分にするときの服装のように，帽子とマスクをして，予防着を着て，長靴を履いて，

これが普通の患者に接するときの服装だった。熱発したり神経痛で，医者を呼んで

往診を願うと，廊下から，畳の上に古ご座を敷いて，その上で，長靴で上がって診

察しよった。畳の上よ。うん。そういう時代の裁判だからな。 

（慰安所（旧公会堂）の写真を見て）これが３回目の場所。これが慰安所と言う

て，北側に入り口があって，東側が舞台で，反対側の西側が，２メートルぐらいの
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高さのところに，２階席で職員観覧席というのがあった。その観覧席で，裁判らし

きものが行われよるのを見た。 

例の，白と黒の幕が入り口を塞いであったわけで，それで，誰か，散歩していて，

「今，そこで裁判がありよるごたあるぞ」と言うので，それで，皆，「どういうもん

じゃろう」というようなことで，「そうね。ちょっと見てみよう」と，その幕をはね

上げて，中を見ることができたわけだ。それで，その裁判が行われておる２階席，

職員の無菌地帯で裁判が行われて，入園者が入り口から 15 メートルぐらいの距離だ

から，その検察や，弁護士はおったとか，おらんとか言いよったけれども，何か，

その裁判官やらの声は余り聞こえない距離だからな。 

黒木：傍聴者はいましたか。 

長州：私と同じような，近い入り口にちょっと立ちどまって，様子を見るぐらいの

人はおった。座って聞くというような人はおらん。 

黒木：職員地帯側のその南側で見ている人は？ 

長州：誰もおらん。 

黒木：ああ，誰もいない？ 

長州：うん，誰もいない。 

 

【杉野芳武さん】 

 慰安所って，当時呼びよったけど，ある日ぶらっとしていたら，「何か，今日は人

が集まりよんな」というふうな思いでね，好奇心で，たまたまのぞいたんですよ，

１回めは。で，もう１回は，その昔は説教所と言いよったけど，もうその時分は自

治会事務所になっておったけどね，ちょっとした広場がそこにあったんです，手前

の方に。それを見かけて，のぞいたという２回だけですよね。後で聞いたら，それ

が裁判だったと言うから，内容的には余り関心はなかったけど，帰ってきて，同じ

部屋の大人たちの茶飲み話の中で，「国選ってあんなもんだろうな」というふうなこ

とを大人たちがしゃべりよるのを聞いて，それで知ったんですよ。 

 

【志村康さん】 

 もうですね，運動体としての自治会の力はですね，もう本当に残された時間とい

うのは非常に限られてきています。恵楓園も，現在，平均年齢 83.16 歳。それと同

時に，ハンセン病の差別だけをしなければそれでいいかという話ではない。あらゆ

る病気について差別しないでください。そして，あらゆる人間についてね，外国人

もそうですし，いろんな，社会的弱者という方もいらっしゃる。そういう人たちを

差別しないでほしい。そういう啓発の場を，ぜひ，この恵楓園で作りたい。 
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黒木：我々は，聴取調査に１人２時間ぐらい，お話を聞いているのですが，本日は

時間の関係上，全部で５，６分にまとめています。我々も調査自体が非常に遅きに

失したため，特別法廷の状況を知る菊池恵楓園の入園者の方はもうこの３名の方だ

けです。しかも，当時から時が経ち過ぎて，はっきりとした事実も確定できない状

況ではありますけれども，長州さんと杉野さんは，菊池恵楓園内の入園者自治会事

務所で行われた裁判の風景を直接見たという証言をされています。裁判が行われた

当日は，黒と白の縦縞の幔幕で自治会事務所が覆われて，入所者自体にも裁判の告

知はされずに，たまたま通りかかった状況の中で，中を覗いてみると裁判が行われ

ていたというお話を伺いました。 

 「慰安所」と呼ばれていた旧公会堂という建物は，先程の映画（新・あつい壁）

にも写真が出てきていましたが，体育館，大きなホールのようなところに舞台があ

るという状況で，北側が入園者側の出入口，南側が職員側の出入口，職員側の舞台

が西，入園者側の舞台が東というように分かれていて，西側の舞台で裁判が行われ

ていたということを長州さんが証言されて，杉野さんも偶々通りかかったときにそ

れを見たというようなお話がありました。 

 長州さんは，慰安所（旧公会堂）の中で裁判をしているということを聞いて行っ

たところ，黒と白の幕で（入所者用）出入口が塞がれており，その幕を跳ね上げて

中を見たところ，舞台のところで裁判が行われていたけれども，出入口付近から 15

メートルぐらい離れていたので，声などは聞こえなかったということです。 

また，志村さん自身は，直接，特別法廷の風景を見たわけではないけれども，当

時の自治会長さんなどから聞いた話ということで，ある入所者が慰安所（旧公会堂）

の中を覗いたところ，「嘘を言うな」「作り話をするな」という大声が聞こえてきた

ということで，実際，そこで，菊池事件の裁判が行われていたということです。具

体的な状況としては，検察官が警察官を証人尋問していた際に，菊池事件の被告人

が警察官の証言に対して，「うそを言うな」「作り話をするな」と怒っていたという

状況だったということです。 

 菊池事件の被告人Ｆさんという方ですけれども，その後に死刑判決が出て，自治

会としても支援することになり，Ｆさんの娘さんを支えるために「子女後援会」が

立ち上げられて，当時，自治会の役員であった志村さんも，寄付やＦさんとの間で

文通や面会を繰り返してきたということでした。入園者の３名の方々が口々におっ

しゃることとして，裁判の告知は入園者には全くされておらず，たとえ正門に掲示

がされていたとしても，入園者は正門まで行って掲示を見ることはできないため，

裁判が行われていたということを知ることができなかったということでした。 
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 後に，今回の 高裁の調査結果や特別法廷に関する意見や思いについてお聞き

しました。長州さんは，「偏見・差別の象徴が出張裁判である。 高裁判所はもっと

早く調査すべきであった。憲法違反とはっきりと言うまでは人権回復のために闘わ

ないといけない」と述べられました。 

 杉野さんは，「らい予防法に司法関係者も流されていたと思う。違法だけど違憲で

はないという 高裁判所の調査結果には同感できない。入園者の思いがどうだった

のかを心の底から考えてほしい。まだ差別意識が残っているのではないか」と述べ

られました。 

 志村さんは，「特別法廷の裁判は違憲であるから，やり直しをしないといけない。

検察庁も謝罪すべきである。菊池医療刑務支所の収監者に対しても謝罪すべきであ

る。1986 年に新たに菊池医療刑務支所を新築したこと自体も憲法違反である。ハン

セン病問題解決促進法に基づいて菊池医療刑務支所を保存して，啓発センターとし

て 大限活用すべきである」と述べた上で， 後に，「菊池恵楓園の入園者の平均年

齢も 83 歳となって，自治会には運動体としての力，残された時間は非常に限られて

いる。ハンセン病の差別だけではなく，あらゆる病気を差別せず，またさまざまな

社会的弱者を差別しないための啓発の場をぜひ菊池恵楓園に作りたい」という願い

を述べられました。以上，菊池恵楓園での現地調査でのご報告です。ご清聴ありが

とうございました。 

 

司会：ありがとうございました。 

 

第４ 基調講演（内田博文教授） 

 

司会：それでは，次に，本日の基調講演に入りたいと思います。ご講演いただきま

すのは，九州大学名誉教授で，ハンセン病問題に関する検証会議の副座長をお務め

になられました内田博文さんです。それでは，内田さん，よろしくお願いいたしま

す。 

 

（九州大学名誉教授：内田博文） 

内田：ただいまご紹介いただきました内田でございます。皆さん方の前でお話しす

る機会を与えられまして，光栄に存じております。今から 30 分ぐらい時間をいただ

きまして，基調講演をさせていただきたいと思います。座ってお話しさせていただ

きます。失礼いたします。 

 ハンセン病強制隔離政策は，ハンセン病患者・家族らから社会での居場所を根こ
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そぎ奪いました。個々の人権が侵害されたというのではなく，全ての人権が根こそ

ぎ侵害されたというところにその特徴がありました。「人生被害」という言われ方が

されますが，「憲法の埒外に置かれた」という言い方もできるかと思われます。そう

だとしますと，法廷の場でもハンセン病強制隔離政策を貫徹するということは，社

会の場においてと同様，司法の場においてもハンセン病患者らが憲法の埒外に置か

れたということを意味いたします。 

 熊本地裁国賠訴訟において証人として証言し，『ハンセン病政策の変遷 附 沖縄

のハンセン病政策』などを著した元沖縄県ハンセン病予防協会理事長・国立療養所

沖縄愛楽園名誉園長の犀川一夫氏によりますと，ハンセン病患者の容疑者は，検察

官送致されずにハンセン病療養所に送られるか，あるいは，検察官送致されて療養

所内等での特別法廷で裁判を受けるか，いずれにしても日本国憲法の埒外で扱われ

た，とされました。司法によって，個々の人権だけではなく，そもそも人権そのも

のが根こそぎ否定されたという点に留意しなければならないように思われます。 

 司法が犯した誤りは，特別法廷だけではありませんでした。らい予防法は，入所

者に対する外出制限を徹底させるために，制限違反行為を犯罪とし，拘留または科

料を規定しておりました。問題は，裁判所がこの制限違反の罪で起訴された被告事

件について有罪判決を下しているという点でございます。例えば，熊本簡易裁判所

は，昭和 33 年３月 28 日，菊池恵楓園のある入所者を無断外出の罪により科料に処

しています。これを報じた『全患協ニュース』昭和 33 年５月１日発行によりますと，

無断外出の時間は約２カ月であり，農繁期に一時帰省し，家人の農業の手伝いを済

ませて帰園の途中，当時問題になった「脱走患者一斉検束」の網にひっかかった，

と報じられております。この事件がもたらした威嚇効果は相当なものがあったと推

察されます。当該外出制限違反行為の当否を個別に判断した上で判決するといった

姿勢もうかがわれません。ハンセン病特別法廷の一律指定ないし原則指定と軌を一

にするものと言えましょう。 

 らい予防法で強化された，所長による懲戒検束規定も，日本国憲法 31 条に鑑みま

すと違憲の疑いが強いと言えます。しかし，それが，司法によって俎上に上げられ

ることもありませんでした。「憲法の番人」と位置づけられた司法がその役割を放棄

したにとどまらず，それに反する行動を取った。「法の支配」を標榜する司法が，「法

の支配」をみずから破壊しました。 

 ハンセン病療養所入所者らにとって，特別法廷はこのような司法の態度を象徴す

るものとして映ったことは想像にかたくありません。現実には，ごく一部の患者に

かかわる問題であったにもかかわらず，国立ハンセン病療養所の入所者からなる全

癩患協および全患協が総力を挙げて，この特別法廷の問題に取り組んだ理由もこの
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点に存していたように思われます。 

 菊池医療刑務支所，いわゆる「らい刑務所」の問題もここで触れておかなければ

なりません。1951 年１月，厚生省と法務府（編著者注：当時，後の法務省）との間

で，ハンセン病患者専用の「らい刑務所」を，熊本県内にある国立ハンセン病療養

所の菊池恵楓園の敷地内に設置する旨の協定が結ばれました。厚生省で予算を取れ

ば，法務府（編著者注：当時，後の法務省）は，この「らい刑務所」を監獄法に基

づく刑事拘禁施設に指定することで合意がなされ，1951 年度に予算化がなされたこ

とから，協定が結ばれたものでございます。恵楓園入所者自治会の反対を無視する

形で，建設計画は進められました。菊池恵楓園から敷地の無償所管替えを得て，形

式上は園外に建設することになり，1953 年３月，菊池医療刑務支所が開設されるこ

とになりました。当初の収容定員は 55 名で，熊本刑務所からハンセン病問題検証会

議に提出された文書によりますと，被収容者総数は 117 名で，うち被疑者は 13 名，

受刑者は 104 名でございました。 

 この刑務支所にも，もちろん憲法上の問題がございました。それは，1996 年のら

い予防法の廃止に伴って，同支所も廃止されたことからも明らかでございます。1996

年まで廃止しなかった法務省の責任が問われることになります。司法の責任も問題

となります。同支所を廃止するかどうかは行政サイドの問題だとしても，同支所の

中には「熊本地方裁判所菊池支所」という看板のかかった部屋が設けられていたか

らでございます。菊池事件の特別法廷も，この狭い部屋を使って開廷されました。

ハンセン病特別法廷が常設化されていたわけでございます。このような常設化は，

もちろん憲法と裁判所法の決して認めざるところのものでございます。 

 94 件の刑事事件の中には，冤罪の疑いが強いにもかかわらず，死刑が言い渡され，

執行された菊池事件も含まれておりました。菊池事件の特別法廷は，初めは菊池恵

楓園内で，そして，菊池医療刑務支所が園隣接地に開設されてからは同支所内で開

廷されました。置かれた場所だけではなく，法廷内も異様でした。先ほどの映画で

も描かれておりましたけれども，法廷は，消毒液の臭いが立ち込め，被告人以外は

白い予防着を着用し，ゴム長靴を履き，裁判官や検察官は手にゴム手袋をはめ証拠

物を扱い，調書をめくるのに火箸を用いたとされます。証拠物の展示にしても，そ

の証拠物を被告人が手に取って，その証拠の証拠力を攻撃しようとしても，裁判官

はその展示した証拠物がいったん被告人の手の中に渡ることによって被告人から感

染の機会が与えられるという，いわれのない恐怖によって，被告人にその機会を与

えようとしなかったと言われております。多くの特別法廷においてこのような光景

が見られたと想像しても決して誤りではないように思われます。 

 特別法廷の一律指定には多くの憲法上の問題がございました。日本国憲法 14 条は
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法の下の平等をうたっているからでございます。しかし，問題はそれだけではあり

ません。憲法 82 条１項は「裁判の対審及び判決は公開法廷でこれを行ふ」と規定し，

公開裁判を憲法上の要請とするともに，憲法 37 条１項は「すべて刑事事件において

は，被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」とし，公開裁

判を被告人の権利と規定しているからでございます。この公開裁判を受ける権利を

侵害しているのではないか，という問題も特別法廷にはございました。時期も問題

でございました。 後は 1972 年２月 29 日に開かれているからでございます。 

 そこで，検察庁に対し，菊池事件の再審請求を要請している元患者の方々で作る

３団体は，2013 年 11 月に， 高裁に対し，文書で「事件当事者がハンセン病に罹

患していることを理由とする開廷場所指定の正当性について，速やかに第三者機関

を設置した上で検討し，その成果を公表すること」を要請しました。この要請を受

けて 高裁事務総局は，総務局長を長とする調査委員会を設置し，調査に当たらせ

ました。 

 ただし，開廷場所の指定がなされた個別の事件について，指定された開廷場所に

おいてどのような審理が行われたかということについては，「裁判官の独立」を理由

として調査の対象外とされました。調査委員会の調査の参考にするために，2015 年

９月には，学者，弁護士からなる有識者委員会も設置されました。 

 60 ページからなる 高裁の「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査

報告書」につきましては，先ほどご紹介がございましたけれども，そのような内容

の調査報告書が公表されました。同じく 11 ページからなる「有識者委員会意見」と

ともに，先ほどご紹介がございましたように，2016 年４月 25 日に公表されました。

あわせて，寺田逸郎長官と判事 14 人で作る 高裁裁判官会議も，同日付で「長きに

わたる開廷場所の指定についての誤った差別的な姿勢は，当事者となられた方々の

基本的人権と裁判というもののあり方を揺るがす性質のものでした」「心からおわび

を申し上げる次第です」などの談話を発表しました。寺田 高裁長官も，憲法記念

日を前に５月２日に開かれた定例の記者会見の冒頭でハンセン病特別法廷について

触れ，「裁判所に，差別の助長につながる姿勢があったことは痛恨の出来事だ。元患

者や関係者だけでなく，国民にも深くおわびする」などと謝罪しました。 

 有識者委員会も，先ほど触れさせていただきましたように，意見をまとめており

ますけれども， 高裁調査委員会と同様に，「個別の裁判の適否について評価するも

のではない」という態度を採用しておりますが， 高裁の報告書と比べますと，か

なり踏み込んだ内容となっております。 

 幾つかございますが，その１は，「患者らの人権が侵害された療養所内あるいは隣

接菊池医療刑務支所で開催すること自体が不合理な差別であり，平等原則違反であ
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ったということである」という形で，憲法上の平等原則違反を認めたというところ

でございます。 

 第２は，調査委員会の報告書は「憲法の公開原則に反したとまではいえない」と

言っておりますが，これ対して疑問を提示しているというところでございます。 

 第３は，事務総局の問題を 高裁の調査委員会は問題にしておりますけれども，

有識者委員会は，事務総局だけの問題ではなく 高裁自体に問題があったのではな

いかという形で，責任問題を 高裁全体に広げているというところでございます。 

 第４は，昭和 35 年以前についても反省と謝罪の表明があってしかるべきではない

かということで，時期的に責任問題を昭和 35 年以前にも及ぼそうと考えているとこ

ろでございます。 

 このように報告書と有識者委員会の意見との間には重大な相違がございますけれ

ども，この点について質問された寺田 高裁長官は，記者会見の席上，「 高裁は純

粋に法律的な観点で調査したからだ」と説明して，報告書が「憲法判断に踏み込む

必然性がないとしたのはそれなりに理解できる」と言った，と報道されております。 

 報告書が裁判所法違反を認めたものの，憲法の「法の下の平等」や「裁判の公開」

に違反していたとは明確に認めなかったということなどから，先ほどご紹介がござ

いましたように，調査を要請した元患者の方々からは「怒り」と「失望」が表明さ

れております。「手続きに問題があっただけで違憲じゃないなんて，よう言えたもん

だ。ハンセン病患者ということだけで隔離施設で裁判を開いたこと自体が違憲だと

認めて謝罪すべきだった」「報告書は到底受け入れられない。法廷の設置をいとも簡

単に事務方に投げた背景に何があったのか踏み込んでいない」，このような厳しい声

が新聞で紹介されております。 

 新聞各紙の社説も厳しいものがございました。例えば，「『人権の砦』たる 高裁

として，これで問題が決着したと言えるだろうか」「 高裁が出した今回の判断は，

たび重なる指摘に正面から答えたとは言いがたい」「本来なら個別事件も検証し，被

害救済や名誉回復まで考慮すべきだろう。今後，再審請求があれば，裁判所は真剣

に対応すべきだ」，このような社説が並びました。 

 もっとも， 高裁の今崎幸彦事務総長は，報告書公表後の記者会見において，「憲

法が定める平等原則に違反していた疑いがあるのではないか」という記者からの質

問に対して，「そのように理解してもらって構わない」と答えたと報じられておりま

す。憲法の平等原則違反については， 高裁は実質的に認めたとも評価できます。

ただ，その点は報告書には明確には記載されておりません。 

 高裁報告書がハンセン病を理由とする開廷場所の指定が合理性を欠く差別的な

取り扱いであったこと，誤った指定の運用がハンセン病患者に対する偏見・差別の
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助長につながったことを認めた上で，ハンセン病患者の人格と尊厳を傷つけたこと

に対し深く反省し，謝罪の意を表したことは高く評価できます。しかし，裁判所法

違反，およびこれによる平等原則違反を「昭和 35 年以降」としている点は合理性を

欠きます。35 年以前においても相当性はなかったのではないかと思われます。また，

「事務総局の運用に問題があった」としておりますけれども，昭和 23 年２月 13 日

の裁判官会議の決議自体，これは今後は指定の問題は事務総局の専権事項にする，

裁判官会議の議題にしないというような決議でございますけれども，そのような，

事務総局の専権にするという決議自体にそもそも問題があったのではないかと考え

られます。公開原則違反を認めていない点も問題ではないかと存じます。 

 特別法廷の検証がこれほど遅れたこと，被害当事者からの要請がなければ調査は

実施されていなかったことの原因究明もなされておりません。特別法廷において刑

事裁判を実施させることが，平等原則や公開原則違反以外の，適正手続きの保障を

含む「裁判を受ける権利」や「刑事被告人の防御権保障」など，憲法各条項に適合

するものであったかについても検証は将来に残されております。 

 それにも増して問題だと思われますことは，検証の意義の理解が十分ではないの

ではないか，という点でございます。検証の意義は，何よりも，事実の究明の上に，

被害当事者に対し真摯な謝罪，名誉回復・被害救済を行うとともに，再発防止策の

実施につなげていくという点にあるからでございます。しかし，今回の報告書では，

名誉回復・被害救済については言及されておりません。再発防止策についても，今

後は裁判所法 69 条２項の「必要性」を精査した上で，裁判官会議に諮ることなどが

挙げられているだけでございます。有識者委員会意見では，「将来に向けての提言」

として，裁判官をはじめとする裁判所職員などに対し，ハンセン病政策の歴史を踏

まえた人権研修が直ちに実施されるべきであることなどが提言されておりますけれ

ども，この点についても，報告書では，「提言をも踏まえ，誤った運用が二度と行わ

れないよう，具体的な方策を着実に実行していく必要がある」とするにとどまりま

す。「裁判所には検証という発想がない」と指摘されて久しいものがありますが，こ

の検証システムの整備も残された課題でございます。その意味では，ハンセン病特

別法廷の検証は緒に着いたばかりだと言えましょう。 

 特別法廷の実態・本質について徹底したさらなる調査・検証を行い，特別法廷の

違憲性を明確に認めた上で，改めてハンセン病患者・元患者およびその家族に対し

謝罪し，名誉回復措置を図るとともに，再発防止策を講じること，その調査・検証

のための患者・元患者を含めた第三者機関の設置が 高裁判所には求められるので

はないでしょうか。ハンセン病問題基本法第６条は当事者参加の原則をうたってお

りますけれども，この当事者参加の原則は， 高裁の検証においても適用されなけ
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ればならないと存じます。 

 ハンセン病特別法廷については，検察庁にも加害責任が認められます。特別法廷

を決定したのは 高裁判所であったとしても，その特別法廷の下での憲法違反の刑

事手続きを現実に担ったのは裁判官であり，検察官であり，弁護人だったからでご

ざいます。検察官も憲法違反に関与したわけでございます。 高裁は曲がりなりに

も調査を行い，報告書を作成・公表して，当事者および国民に謝罪しました。しか

し，検察庁はまだ調査も行っておりません。特別法廷の実態・本質について徹底し

たさらなる調査・検証を行い，特別法廷の違憲性を明確に認めた上で，改めてハン

セン病患者・元患者およびその家族に対し謝罪し，名誉回復措置を図るとともに再

発防止策を講じること，その調査・検証のための患者・元患者を含めた三者機関の

設置が 高検察庁についても求められるのではないでしょうか。 

 検察庁が取るべき名誉回復・被害救済を検討するに当たって見逃せないのは，刑

事訴訟法 439 条によって再審請求権者の筆頭に検察官が掲げられていることでござ

います。この規定と検察庁の加害責任を重ね合わせますと，ハンセン病特別法廷の

下での刑事裁判，中でも菊池事件の刑事裁判についてこの再審請求権を行使するの

は，検察官の加害責任に基づく義務的措置ということになるからでございます。仮

に 高裁が「裁判官の独立」の故に特別法廷の下での個々の刑事裁判に踏み込めな

いというのであれば，それに踏み込み，再審請求を通じて被害当事者の名誉回復・

被害救済を図るというのは，検察庁の果たすべき任務ということになります。この

義務を履行しないことは，検察庁は再び憲法違反の過ちを犯すことを意味いたしま

す。 

 法務省についても，菊池医療刑務支所の問題などについて検証し，加害責任に基

づいて同支所を保存することなどが求められるように思われます。 

 特別法廷の実態・本質について徹底したさらなる調査・検証を行い，特別法廷の

違憲性を明確に認めた上で，改めてハンセン病患者・元患者およびその家族に対し

謝罪し，名誉回復措置を図るとともに，再発防止措置を講じること，その調査・検

証のための患者・元患者を含めた第三者機関の設置が求められるのは弁護士会も同

様でございます。 

 裁判所が裁判所・裁判官の戦争責任をみずから検証するということはありません

でした。裁判官は公職追放の対象とされなかったために，「菊の御紋」の裁判官がそ

のまま日本国憲法下の裁判官に横滑りしました。それと同様に，弁護士会も弁護士・

弁護士会の戦争責任をみずから検証するということはしませんでした。日本国憲法

下の弁護士に横滑りしました。検証のシステムが問われているのは裁判所だけでは

ありません。弁護士会についても，検証のシステムがあるのか，それが機能してい
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るのか，ということが問われております。 

 法曹三者は，特別法廷の下での憲法違反の刑事手続きをともに担いました。法曹

三者は，この憲法違反については，いわば共同正犯の責任がございます。とします

と，被害当事者の名誉回復および被害救済について三者が相協力して一致して事に

当たる，それぞれのできること，できないことを踏まえて被害救済・名誉回復・再

発防止措置などの実施に隙間が生じないようにする，そのような責任があるという

ことになります。そのためのテーブルの設置が求められます。このテーブルの設置

を 高裁判所， 高検察庁に求めていく，そして，検察庁に対して再審請求するよ

うに求めていくということも弁護士会の責任ではないでしょうか。 

 それでは，予定の時間が来たようでございますので，私の基調講演は以上にさせ

ていただきます。ご清聴いただきまして，ありがとうございました。 

 

司会：内田さん，どうもありがとうございました。 

 

第５ パネルディスカッション 

 

司会：次に，パネルディスカッションに移ります。パネリストとコーディネーター

の方々はご登壇をお願いいたします。今，ご登壇いただけるようですから。コーデ

ィネーターは，日弁連の人権擁護委員会医療部会の小林洋二委員と増田聖子委員が

務めます。この後の進行はおふたりにお任せいたします。では，お願いいたします。 

 

（パネルディスカッション） 

増田：それでは，これからパネルディスカッションに入ります。パネルディスカッ

ションのコーディネーターを務めさせていただきます日弁連人権擁護委員会医療部

会，愛知県弁護士会所属の弁護士の増田聖子でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

小林：同じく，医療部会員の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

 

増田 パネリストには，先ほど特別講演をいただきました内田博文さん，徳田靖之

さん，三木賢治さんの３名の皆様にお願いをいたしました。お手元の資料の 21 ペー

ジ，22 ページにパネリストの皆さんのプロフィールが記載されていますので併せて

ご覧になってください。 

 初に，徳田靖之さんからご報告をいただきたいと思います。徳田靖之さんは，
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大分県弁護士会所属の弁護士でいらっしゃいまして，ハンセン病訴訟西日本弁護団

共同代表，菊池事件再審弁護団代表，ハンセン病家族訴訟弁護団の団長などをお務

めになっております。それでは，徳田さん，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（ハンセン病訴訟西日本弁護団共同代表：弁護士徳田靖之） 

徳田：皆さん，こんにちは。ご紹介いただいた徳田です。私は，先ほど来話題にな

っています菊池事件について，その再審を求めている弁護団の一員として，特別法

廷の中でどのような裁判が行われたのかということをご説明したいと思います。お

手元の資料の 23 ページに私が作成しましたラフなレジュメがありますので，これを

ご覧いただきながらお耳をお貸しいただきたいと思います。15 分間で菊池事件につ

いて話をするというのは，実は無理な話なのですけれども，幸い，皆さんは，先ほ

どの中山監督がお作りになられた『新・あつい壁』をご覧になっておられますので，

あの画面一つ一つを思い出しながらお聞きいただければと思います。 

 菊池事件と一般的にいわれています事件には二つの事件がございます。第１の事

件がダイナマイト事件と呼ばれているもので，第２の事件が殺人事件というもので

す。お手元に別刷りの資料として「開廷場所指定に係る上申一覧」というものがご

ざいます。黄色い色がついているところがハンセン病に関する特別法廷なのですけ

れども，この一番左端に番号がついておりまして，１ページ目の 51 番がダイナマイ

ト事件についての 高裁判所が許可した特別法廷。それから２ページ目を開いてい

ただきますと，63 番が当初殺人事件について 高裁判所が菊池恵楓園で開くことを

許可したケースでありまして，75 番がその後にできました菊池医療刑務支所におけ

る特別法廷の開廷を 高裁が許可したというものに当たります。事件の概要等は，

映画の中で見事に再現されておりましたので，詳しいことを申し上げることは割愛

させていただきますが，一つだけ，死刑執行に至る経過の異様性についてはご説明

しておく必要があるかと思います。 

 私は，後ほど，この事件における国選弁護人がいかにひどかったかということを

申し上げますけれども，実は，日本の法曹関係者，弁護士の中でハンセン病問題に

関して唯一と言っていい，まさに人権回復のために全力を尽くされた数少ない弁護

団，弁護士の方々がおられまして，都合３回にわたる再審請求を行っています。先

ほどの映画の中にも少し描かれていましたけれども，３回目の再審請求，これは弁

護団も，それからご本人も今度こそと期待を込めていた。その３回目の再審請求が

棄却される２日前に，当時の法務大臣は死刑執行指揮書に判を押しておりまして，

再審請求が棄却された翌日，当時拘置されておりました菊池医療刑務支所を午前中

に出発をし，そして午後，死刑執行台がある福岡拘置所に移送され，その日のうち
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に処刑がされています。どうしてこのようなことがなされたかといいますと，福岡

拘置所，死刑執行場があるわけですが，ここには当時のハンセン病の患者さんたち

を収容する場所がない。菊池医療刑務支所には死刑執行場がない。朝，具体的に死

刑執行という理由も告げずに，あえてＡさんと申し上げておきますけれども，Ａさ

んを菊池医療刑務支所から連れ出して，午後到着して，その場で死刑執行した。こ

のような形で死刑が執行されておりまして，教誨師との面談自体も全くなされてお

りません。私がこの事件を考えますときに，いつもいたたまれない思いがするのは，

Ａさんは第１次事件も第２次事件も全く自白がありません。全面否認事件でありま

して，その死刑執行の瞬間，ご自分の首にロープが掛けられたときに彼がどのよう

な対応をされたのかということを思い出すたびにいたたまれない思いにさらされる

わけであります。 

 ハンセン病の患者さんに対する特別法廷，今日の標題に掲げられているように，

これは隔離法廷と呼ぶべきものだと思いますが，95 件ございます。私も，その中で

資料が残されているいくつかの事件を見てまいりましたけれども，死刑判決は多分

この菊池事件だけだと思います。それから，否認事件も多分この事件だけではない

かと思います。そういう意味で，この菊池事件というのは，隔離法廷の中で審理さ

れることがいかなる人権侵害を生み出すかということを私たちが学ぶうえでとても

大切な事件ではないかと感じられるわけです。 

 私は，この菊池事件の特徴として４点あると感じています。 

 その第１は，この事件が起こり，そしてこの事件について捜査がなされ，裁判が

行われ，死刑執行がなされたこの時期が，戦後，この日本でハンセン病隔離政策が

も激烈に展開されていた時期に当たるということであります。そのために，ハン

セン病に対する差別・偏見が社会全体を覆い尽くしていた中でこの事件の捜査，そ

して裁判，死刑執行が行われたのだということを私たちは肝に銘じておく必要があ

るのではないかということであります。 

 それから第２は，申し上げるまでもなく，この菊池事件に関しては一貫して隔離

法廷の中で審理が行われました。 

 それから第３番目，これはもう映画を観られた方には申し上げるまでもないこと

ですけれども，裁判官，検察官，弁護人，すべての方が予防衣と呼ばれる白衣を着

用し，手袋をし，なおかつ証拠物等は菜箸等で取り扱われたということが明らかに

なっています。異様な状況ですね。つまり，特別法廷の当初，隔離法廷の当初とい

うのは，ここまでされていなかったのではないかと私は推測をしているのですけれ

ども，隔離法廷というのが重ねられていく中で，裁判に関係する人たちの中にハン

セン病という病気に対する恐怖感のようなものが増殖していくわけですね。だから，
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その証拠物に触れることすら，直接手にできないような状況が次々とこの裁判にか

かわる人たちの中で増殖していったと推測がされるわけです。有菌地帯と無菌地帯，

これは，入所者の方と職員の方とを分ける。入所者の方が住んでいるところは有菌

地帯です。当初は，裁判はその有菌地帯と無菌地帯のちょうど中間のところに設置

されていた慰安所で開かれ，裁判官等は，その無菌地帯の方に入っていたために予

防衣は着用しないで裁判が行われているのですけれども，途中から，ほとんどこの

裁判自体が有菌地帯で，つまり入所者の方がおられるところで開かれるようになり，

その際に全関係者が予防衣を着用するという形で変わるわけです。証拠物を手で触

れない。皆さん，手袋をしているうえに菜箸で扱うという，いわば，表現が悪いで

すけれども，ばい菌を扱うかのような取り扱いをされる中で真実が解明されるよう

な裁判手続きはおよそ不可能であります。 

 中でも，私は，この菊池事件の殺人事件の方の１審の国選弁護人の対応というの

は異様なほどのものであったと感じられます。このことに触れると，もう時間がな

くなってしまうのですけれども，弁護士の方が多いのでお話します。まず 初に，

罪状認否というものが行われます。この事件で，当然，起訴状が読み上げられて，

殺人ということになって，Ａさんは，自分が無実で全くやっていないと話します。

裁判長に促されて，弁護人は意見を聞かれて「何も申し上げることがない」と言っ

ています。その罪状認否が終わった後に検察官が冒頭陳述を行って証拠を 84 点請求

しました。この弁護人は 84 点全部同意しています。この中には，兇器，その他遺体

の解剖に当たった法医学鑑定書，それから犯行があったと思われる夜に訪ねてきて

「やってきた」と述べたという親族証言。やっていないと被告人自身が訴えていれ

ば当然不同意にすべき書類が全部同意されています。映画では，医師が尋問された

ようになっていましたけれども，実は，遺体解剖に当たった医師，法医学鑑定書を

書いた法医学者は全く法廷で調べられておりませんし，それから犯行があったと思

われる夜に「やってきた」と聞いたという叔父さんも大叔母さんも法廷で調べられ

ておりません。有罪判決の柱は，すべて同意されたために，法廷の場でその検証の

目にさらされていないということになるわけです。 

 ４番目に，もう本当に悔しい限りですけれども，ハンセン病に対する差別・偏見

というのは私たちが想像する以上に今も残存しておりまして，先ほど映画に出てき

ました娘さん，私と同じ年で 72 歳になられますけれども，それからＡさんの弟さん

もご健在ですけれども，残念ながら再審請求をできないという状況にあります。娘

さんにも直接お会いしましたし，いったんは再審請求したいということで弁護人選

任届もいただきましたけれども，途中で撤回をされました。実の弟さんとは数回お

目にかかって「自分は兄の無実をあなたより確信しています」とまで言われました
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けれども，「自分は残された家族を守る立場にある」「兄の無実は自分は誰よりもよ

く承知しているけれども兄はもう帰ってこない」「私には生きている家族を守るとい

う責務がある」ということで，再審請求は頑なに拒まれております。結局，先ほど

内田先生が述べられましたけれども，今，私たちがやれているのは，再審請求をす

るということではなく，検事総長に対し再審請求すべきであるという要請をできる

にとどまっているということになっているわけであります。 

 この裁判は全面否認事件です。刑事事件の弁護の経験のある方であればおわかり

だと思いますけれども，全面否認の殺人事件で死刑判決に処せられている事件です

が，実質，公判は４回しか開かれておりません。もう，驚くべき回数であります。

主たる証拠が全部同意されていますので，このようなことになってしまっておりま

す。 

 時間があまりないので，では，特別法廷でどのようなことが見逃されたのかとい

うことをご理解いただくために１点だけ，兇器とされた短刀について少しご説明を

したいと思います。レジュメをご覧いただきながらお聞きいただきたいと思います。 

 事件が発生しましたのは 1952 年の７月６日の夜８時半頃だといわれています。翌

日，遺体の検案が行われました。全身 20 数か所で，死因は失血死とされています。

このとき死体検案に当たられた医師は，その兇器については草刈り鎌ではないかと

言っているのですけれども，正確なことはわからないといわれています。７月４日

の夜に，大叔母にあたる方が，事件当夜の夜に訪ねてきた，手に１尺ぐらいの布で

巻いていたものを持っていて，自分はそれを見て切れ物，つまり兇器だと思った，

そのときに「小屋に包丁をさしているので取りに行ってほしいと弟に伝えてくれ」

と言われたという供述をします。この小屋というのが，実は，弟さんが養子にいっ

た先の所有する農小屋でありまして，ここに包丁をさしているから取りに行ってく

れと弟に伝えてくれという供述をしたという供述調書が残っています。この大叔母

さんの供述があった頃は，実は，叔父さんが銃砲刀剣類所持等取締法違反で逮捕さ

れていたときでありまして，その逮捕されていた叔父さんが，翌日，実は事件当夜

と思われる夜に本人がやってきて，右手にドスを持っていた，光でピカンピカン光

っていた，これでやってきた，これで被害者の遺体の向こう側まで刃が通ったとい

ったという供述が出てきます。そして，その７月９日に捜査報告書なるものが存在

していまして，大叔母さんの供述に従って農小屋を検索したところ，そこから包丁

を発見したという捜査報告書が出てきました。 

 逮捕されたのが７月 12 日であります。映画を観られておわかりと思いますけれど

も，実は，殺害現場とそれほど遠くないところにある小屋に彼が潜んでいるところ

が見つかり，拳銃で撃たれた状態で逮捕されるわけです。おかしいと思われません
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か。本当に殺害の犯人だとしたら，なぜその殺害現場の近くに，事件から５日も経

っているのにそんな小屋にいるか。先ほどの映画にもありましたけれども，山もそ

れこそ捜索をされている。そんな周辺で，自分が実際に殺害をしていたとすれば，

そんな近くの小屋に，それも全くわからないような小屋ではない小屋に潜んでいる

ようなばかな犯人がいるでしょうか。 

 そのときに彼は右手に銃創，弾は右腕を骨折して貫通します。激痛に耐えかねる

という状況でありまして，実は，夜中に２度ほど鎮痛剤を処方されるのですが，そ

れでも夜明けにあまりの激痛に耐えかねて警察官は医師を呼びます。その激痛を見

かねて，医師は麻薬を処方します。それほどの激痛の 中で弁解録取書がとられて

いまして，草刈り鎌で殺したという供述調書があり，本人は右腕を損傷しているた

めに署名はできないということで指印が押されたことになっています。ここで，草

刈り鎌でやったという自白調書ができているところを頭に入れておいていただきた

いと思います。 

 ところが，その１週間後ぐらいに，熊本大学法医学教室の世良教授が鑑定書を出

して，草刈り鎌ではできない傷が何か所かある，兇器は鋭利な刃器，草刈り鎌では

あり得ないという鑑定書を提出します。これを受けていたにもかかわらず，10 日後

に九州大学法医学教室の北條教授に鑑定依頼をするのですが，このときに鑑定人に

出されたのは，実は，逮捕した小屋の中から見つかった草刈り鎌でありまして，こ

の草刈り鎌で被害者の遺体の傷ができるかどうかという鑑定依頼をしています。当

然，北條鑑定では草刈り鎌ではできないという鑑定書がその後に出てくるわけです。 

 そして，８月 26 日になりまして，小屋の所有者，つまり弟さんの養子先のお父さ

んが警察に呼ばれて，兇器とされた包丁，実は，これは包丁ではなく短刀であるこ

とがわかるのですが，これを見せられて，あなたのものかということを聞かれてい

ます。そこで，私のものではないという供述をしたのが初めてわかります。弁護士

の方はおわかりだと思うのですけれども，兇器ではないかというものがある小屋か

ら発見されますと，その小屋の所有者を呼び出して，まず，これはあなたのものか

どうかと聞くのが手順です。ところが，この小屋の所有者にこれはあなたのものか

と聞いたのは，包丁が発見されたという７月９日から１か月半以上経って初めて聞

かれています。そして，熊本大学の世良教授に，この包丁，この短刀を見せて鑑定

してくれという依頼がされたのが８月 29 日です。さらに，その翌日，その包丁があ

ったという小屋の実況見分が行われていまして。実況見分をしたところ，包丁を発

見，領置したという記載になっています。その後に，世良さんが，この包丁が兇器

だという鑑定書を出し，その後に草刈り鎌ではないという鑑定書が出てくるという

流れになるわけです。 
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 お気づきになられるかと思うのですけれども，では，この兇器とされた包丁はい

つ見つかったのでしょうか。本当に調査報告書通り７月９日に発見されていたら，

なぜ８月 28 日になるまで小屋の所有者に見せられないのでしょうか。 初から鋭利

な刃物だと言っていた世良教授に１か月半も見せないでいるということはなぜ起こ

ったのでしょうか。なおかつ，被告人に対して，取り調べに関して供述調書はたく

さんあって，全部否認調書ですけれども，この包丁が示されたことは１回もありま

せん。このようなことがなぜ起こったのでしょう。私たちは，これは，おそらく，

終的には，草刈り鎌ではないということが伝えられた中で，被害者の遺体の傷に

合うような兇器が用意されたのだとしか考えられないと推測をしているわけです。

弁護人はこの点を完全に見落としていますし，裁判所もこれを全く不問に付してい

ます。なおかつ，この短刀からは指紋も血痕も発見されていません。世良さんとい

う方は，非常に執拗な方で，この兇器とされる短刀を柄から離してルミノール検査

を行って，徹底的に血痕の付着の有無を調べたのですけれども，20 数か所を刺し失

血死させていた兇器から血痕は全く発見されませんでした。これも不問に付されて

いて，控訴審判決になって，小屋で洗ったはずだという。そうすれば血痕が発見さ

れないということもあり得る。小屋で洗って，それが本当に血痕が消えるのかとい

う点にも疑問はあるのですけれど，そうであればもうその池に沈めればいいのに，

真夜中に，真っ暗なところで，小屋で包丁を洗って，それを弟さんの養子先の小屋

のところにわざわざ立てかけておいて，それから叔父さんや大叔母さんのところに

行って，小屋に包丁を立てておいたから取りに行ってくれなどということをいうば

かな犯人がどこにいるでしょうか。このようなことが全部見過ごされています。 

 このような判決がなされたうえで，私が確定記録を見ていちばん驚いたのは，そ

の小屋を発見したという警察官の証人尋問が行われていまして，検察官は過ちに気

がつかずに「あなたが包丁を発見したのは実況見分が行われた８月 26 日ですね」と

いう質問をして，「はい，８月 26 日です」という証人尋問調書ができあがっている

のですけれども，これが訂正されているのです，７月９日に。８月が７に，それか

ら 30 日が９日に訂正をされて書記官の印が押されています。でも，おかしいですね，

これは。勘違いというのなら，まだ，同じ８月で聞き違ったというならわかります

けれども，８月が７月に直され，30 日が９日に直されている。このようなことが，

つまり裁判所の証人調書がこのように訂正されているなどということが全部見過ご

されています。 

 すみません。15 分をオーバーしてしまったので，もうこの辺でいかにおかしいの

かということは申し上げるのはやめますけれども，つまり，隔離法廷，密室な法廷

で開かれる裁判というのが，自分はやっていないと訴えている被告人に対してどの
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ような形で行われたのかということを，この菊池事件こそ，まさに典型的に示して

いるわけです。これを見直すということをしないということで，日本における裁判

などというものの信用性が保てるのか。私は，そういうことを痛感せざるを得ない

わけです。以上です。 

 

増田：ありがとうございました。引き続きまして，三木賢治さんにお話をいただき

ます。三木さんは，毎日新聞社の論説委員としてご活躍され，また，ハンセン病問

題に関する検証会議で検証委員を務めておられます。お手元の資料のプロフィール

の 22 ページの三木さんのご所属の大学のお名前に誤字がございました。東北文化学

国大学となっておりますが東北文化学園大学でございます。大変失礼いたしました。

訂正してお詫び申し上げます。では，三木さん，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（元毎日新聞論説委員：三木賢治） 

三木：三木でございます。よろしく，どうぞお願いします。私は，毎日新聞の論説

委員時代に検証会議の検証委員を務めさせていただき，ここにいらっしゃる内田先

生が副座長をされていて，いろいろ勉強させていただきました。その中で，紆余曲

折はあったのですが， 終的に，患者運動であるとか入所者たちの自治会組織のあ

り方などについての聞き取りは新聞社出身の検証委員が担当しました。当時，毎日，

朝日，読売，産経から論説委員クラスが出て検証委員を務めていたのですが，その

４人で全国 13 園を分担しまして各園から聞き取りにあたりました。私は，九州・沖

縄の５園を担当したので，菊池にも何度も足を運ばせてもらいました。先ほどビデ

オで出ていた志村さんや長州さんにも何度もお目にかかって菊池事件についてもい

ろいろな方から話をうかがいました。法廷をのぞいた方のひとりからは，公判には

弁護士が不在だったこともあったというような証言もあったことを覚えております。 

 一つ，私が特に印象に残っているのは，憲法とハンセン病の元患者たちとの関係

です。戦後，今の憲法が公布されたあと，当時のハンセン病療養所にいた入所者の

多くは憲法をむさぼり読んだのです。それは，自分たちが置かれている立場が仕方

がないものなのかどうかもわからない。法的根拠がどのようなものだったのかもわ

からない。それから，自治会の組織を作っていくうえでも，どのような組織を作っ

たらいいのかということがわからない。ということで，まずは憲法から学ぼうとい

う取り組みを始めるわけです。 

 例えば，軍人出身者が多かった静岡県の駿河療養所では，憲法をガリ版刷りにし

て入所者に渡して，この憲法を自分たちの自治会運動にどのように生かしていった

らいいのだろうという勉強を始めまして，自治会規則は，憲法の国会のくだりを参
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考にしながら作っていったというようなことを聞いております。鹿児島の星塚敬愛

園でも，やはりガリ版刷りの憲法をみんなで読んで勉強したのだと。 

 また，菊池恵楓園では，自治会の役員は，皆，小六法をいつも持ち歩いて，自治

会の会議のたびにその小六法を開きながら，本件の問題点は憲法上どのように位置

づけられるのかということをいちいち確認しながら問題に取り組んでいたのだそう

です。先ほどの映画の中にも奥様が出られていましたが，入江さんという方が会長

だったときがいちばん憲法学習会が熱心だったというようなことがいわれておりま

す。 

 昭和 23 年だから（19）48 年と思われますが，たまたま菊池恵楓園には九州大学

を出て検察官をされている方が患者として入ってきたのです。この患者さんは腕に

斑紋があったのだそうで，その斑紋を取り除く手術をしたあと，もはやどこも悪い

ところはないと主張，それなのに不当にここに隔離しているのはおかしいではない

かと園長と直談判して，わずか２週間で退所していったのだそうです。らい予防法

には退所規定がなく，また逃走したり園から無断外出したら懲戒検束規定を適用し

て厳しい取り締まりが行われたようにいわれていますが，実は，ハンセン病につい

ては恣意的な取り扱いが極めて多い。菊池恵楓園には，病気でない人を次々に収容

していた事実がある。特に，先ほども話の中に出ました 1,000 床の増床運動をやっ

ているときに，園長の宮崎松記は，国会ではハンセン病患者というのは古畳を叩い

たときにほこりが出るように叩けばいくらでも出てくるのだから全員を探し出して

収容しなければいけないというようなことをいっていますが，いざ 1,000 床増床し

てみたらなかなか定員が埋まらない。そのときに，病気でないことも承知で収容し

ていったという経緯があるわけです。ほかの園でも，病気になったご主人について

健常者の奥さんが入ったといった例も何例も見られています。退所についても，軽

快退所であるとか，あるいは長期帰省といった名前で何人もの人が外に出た事実が

あるわけです。その検察官は２週間しかいませんでしたが，自治会，当時，自治会

とはまだいっていませんが，その自治会運動をやっている方々を集めて憲法の勉強

会を開きます。人権について，自然権としての基本的人権があるのだと。ここにわ

れわれが病気が治ったあとも閉じ込められているいわれはないのだというようなこ

とを諄々と入所者の方々に諭していくわけです。入所者の多くは 10 代で発病してい

る方がほとんどですから，残念ながら，社会にいたときにはあまり教育を受けられ

ていない方が多いし，また，法律については不案内な方が多かったと思うのですが，

それこそ自分たちの拠り所，憲法が自分たちの頼みの綱になるだろうという必死の

思いで学習活動を続けていくわけです。その検察官の方は大量の法律書を持って入

所してこられたらしいのですが，それを当時の青年団長だと聞きましたが，故・荒



286 
 

木正さんという方に預けられて退所していったのだそうです。その憲法を一所懸命

みんなが勉強して，何とかこの憲法の人権規定を盾に自分たちの処遇を改善しよう

と取り組んでいるときに，まさに，憲法上，疑義のあるこの特別法廷が恵楓園の中

で開かれていたというのは皮肉ですし，何ともやりきれない話だと思います。 

 その後，恵楓園の自治会の方々はこの菊池事件の救援活動に取り組み，さらに，

1996 年に廃止されたらい予防法が成立する前の予防法闘争というものに取り組ん

でいくわけですが，この予防法闘争のその一つの原理となっていったのは，自分た

ちが憲法を学んで構築していった人権意識だったということがいえると思います。 

 今回の 高裁の報告書の中でひどいと思ったのは，1960 年で一つ線引きしている

ところです。これは，熊本地裁判決が 1960 年で線引きした影響なのでしょう。国賠

訴訟ですから一定の救済の範囲というのを示す必要があったのではないかというよ

うな気もしますが，特別法廷を同列に考えるべきではありません。それ以前につい

ては，差別・偏見もひどかったから仕方なく特別法廷をやっていたというような理

屈をいっていますけれども。無らい県運動であるとか，偏見・差別を助長したのは

国の施策でありまして。もちろん， 高裁も，その司法府としてもそれにさらに増

幅する取り組みをしてきたことは忘れてはなりません。それが証拠に，「癩予防に関

スル件」が 1907 年に，できる前，明治時代は，ハンセン病の患者は，もちろん美醜

の問題がありますから嫌われたでしょうし，怖い病気として，当時は治す手立てが

なかったわけですから恐れられていたことも間違いないと思いますけれども，一方

では，軽症の患者さん，あるいはすでに自然治癒した方についてはさほどの差別も

なく，一般社会で暮らしていくことができていたわけです。野口男三郎事件などと

いう変な事件が東京の麹町で起きているのですけれども。この事件で，少年の臀部

を焼いて食べると病気に効くのだという迷信にとりつかれて少年を殺害したという

容疑で野口男三郎という人が捕まって。これは本件では無罪になったり等，複雑な

展開を見せた事件ではあるのですが。この男三郎という人は，野口寧斎という，当

時の文化人ですが，彼がハンセン病であることを承知のうえで，その妹さんと結婚

しようと思って野口家に入り込んでしまっています。病状が軽い場合には，さほど

の差別を受けていたようには思えない。偏見・差別があったことは間違いないので

すが，その偏見・差別を助長していったものは，やはり無らい県運動であり，らい

予防法だったのだということです。その為政者側に立っている人間が偏見・差別が

厳しかったから特別法廷を開かざるを得なかったのだという論理は全く逆転してい

るのではないかと思います。 

 偏見・差別と，また，私たちは割に軽く言葉にしてしまうのですが。実のところ，

私自身，ハンセン病に対して偏見・差別を抱いて特にハンセン病の方々に対して何
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かをしたということもありませんし，あまり現実的な体験はないのです。ほとんど，

その検証会議にかかわるまではハンセン病の関係者とも接触したこともありません

でした。だから，偏見・差別と口ではいうけれども，実際にどのようなものかとい

うのは多分にわかっていないところがいまだにございます。 

 今，私は，ふれあい福祉協会という，前身については藤楓協会ですから，いろい

ろご批判も浴びてきたところではありますが，そこの理事も務めさせていただいて

おりまして，今年から，全国の療養所から外に出られた方，退所者の実態調査を始

めております。そこで驚いたのですが，3,000 人近く，今，退所者の方がこの社会

にいらっしゃると思うのですが，皆さん，病歴を隠してひっそりと暮らしていらっ

しゃる。療養所にいたことを履歴書にきちんと書けないわけです。完治しているの

に，療養所にいたことをほじくり返されると，やはり偏見・差別を受けてしまうと

いうことでとても口にできない。例えば，岡山県の邑久高校に進まれた方もいるわ

けですけれども，なぜ九州の人間が岡山まで高校，勉強しに行ったのだというよう

なことをいわれると説明がつかないということで，退所者のほとんどの人は履歴書

を書かずに済むところに職を得て何とか暮らしている状況であります。従って，そ

うそう恵まれた職場とは出会っていない。 

 鹿児島の敬愛園の出身者ですが，大阪へ出て，履歴書を使わずにとあるメーカー

に入社されまして，能力を発揮して取締役にもなられた。また，その会社の商品が，

ブームに恵まれて，爆発的に商品が売れてとんでもない収入を得たのだそうです。

それで，自宅は建てるわ，別宅も建てるわ。お子さんにも恵まれて，お子さんには

きちんと教育を受けさせる。お嬢さんのひとりは，ある大学の教授夫人にも収まっ

ているという順風満帆，平和な家庭を築かれたのです。ところが，敬愛園時代の恩

人が亡くなり，その葬式にどうしても出なければならないことになった。当時，大

阪に住んでいたのですが，「鹿児島にどうしても葬式に行くんだ」という話をしたら，

その奥さんがまたできた人で「あなたにとって恩人ならば私もお葬式に出ないわけ

にいかない，一緒に連れていけ」ということを迫ったのだそうです。ハンセン病の

話は一切していませんでした。また，目に見える後遺症は何もない方です。しかし，

一緒に連れていけば敬愛園にいたことがばれてしまう。そうなれば，どのような目

にあうかわからない。離婚の憂き目にあうことは避けられないだろう。と思い込み

悶々として鹿児島に旅立つまでの一夜を過ごしたのだそうです。空港に行く前に話

さなければいけないと思いながら，伊丹へ着くまでついに口にすることができない。

飛行機の中で何とか話そうと思いながら，飛行機の中でも話せない。鹿児島空港へ

着いたら，敬愛園時代の仲間が車で迎えにきてくれている。その車の中では話さな

ければいけないと思いながら，ついに話せない。このご夫婦は半世紀近く連れ添っ
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ていたというのに，ついに口にできなかった。車が敬愛園の門をくぐったときに「あ

なた，ここはどんな所なの？」といわれて，初めて「実は，私は青年時代の何年間，

ここで過ごしたんだ」という話をしたら，奥さんは極めて理解のある方で「何で今

まで隠してたんだ」といって，それからは，もう奥さんおひとりでもその敬愛園を

訪ねてくれるようになったのだそうですけれども。そこまで深刻な悩みを抱えなが

ら退所をした人は多い。それだけ今の世の中でも偏見・差別には根強いものがある。

少なくとも，ハンセン病を患ったことのある人にとってみれば，それほど深刻な話

として今も偏見・差別というものがこの世の中に蔓延しているということなのだと

思います。 

 もうお一方，やはり敬愛園からご夫婦で逃亡の形で，やはり大阪へ出て社会復帰

された方がいまして。 初は，ラーメンの屋台を引いていましたが，一所懸命働い

てラーメンの小さい店を借店で開く。さらに，その店が評判をとって店舗つき住宅

まで手に入れて，連日超満員の評判を呼ぶラーメン屋さんを経営したのですが。あ

る日，もし自分たちの病歴がばれたら，この毎日押しかけてくれるお客さんたちが

手のひらを返したような態度をとるのではないかと考えてしまったら，もはや商売

を続けていくことができないと，大繁盛していた店を閉じてしまったというのです。

これは，やはり当事者でなければわからないのでしょう。何ともったいないことを

したのかと思いましたが，しかし，どうしてもやりきれなかったのだという話を聞

いたときに，今の時代もこの偏見・差別というのは絵空事ではなくて，現実のもの

として社会のあちこちに残っているのだということを実感したような次第です。 

 この退所者については，またきちんと調査が終わったあと別途報告させていただ

きますけれども。特別法廷は 1972 年までだったとしても，ハンセン病への差別，偏

見の問題は現に進行形で続いているのだということは認識しておかなければいけな

いのだと思います。とりあえず。 

 

増田：三木さん，どうもありがとうございました。 

 限られた時間ではございますが，ディスカッションに入りたいと思います。今日，

この１時から始まりましたシンポの中でも，ハンセン病療養所に入所されている

方々が被告人になったときに，昭和 23 年から 47 年までの間に 95 件も特別法廷が開

かれていたという実態については一定のご理解をいただけたところではないかと思

います。そして，こうして開かれていた特別法廷での裁判が多くの方々の人権を侵

害したという問題も指摘されておりました。それで，この点について進んでお話し

たいと思います。お手元の資料の５ページをご覧になってください。この５ページ

に，問題と指摘をされております憲法の条文，あるいは裁判所法の条文を記載して
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ございます。いちばん大きな問題の一つは，この憲法 37 条１項，憲法 82 条１項に

記載されております公開裁判を受ける権利，特に被告人の方が公開裁判を受ける権

利についてです。これは，とても重要な基本的な人権だといわれておりますけれど

も，これがどうして重要なのか。その重要性をもう１度認識したうえで，この特別

法廷の問題点を考えてみたいと思います。この公開裁判を受ける権利がいかに重要

で，それがどうしてなのかということについて，まず内田さん，いかがでしょうか。 

 

内田：戦前と戦後の公開裁判の原則についての大きな違いは，戦後は被告人の権利

としているところではないかと思います。それはどうしてかといえば，戦前，治安

維持法の刑事裁判などの場合に，被告人，弁護人から公開裁判の要求があった場合

に，裁判所はほとんどそれを認めなかった。その被告人，弁護人の主張が国民に対

して悪しき影響を与えるのではないか，あるいは悪法批判を展開されるのではない

か，情報が漏えいするのではないかというような形で，被告人と弁護人の要求をほ

とんど蹴った。そのような反省にかんがみて，戦後は国民の権利という規定だけで

はなくて，被告人の権利という形で規定したというところが大きなポイントではな

いか。特に，防御権の保障との関連で，抽象的な権利というより具体的な個別的な

権利という形で保障したというところがポイントではないか。そういう意味では，

今回の公開裁判をしなかったかどうかという憲法の問題を議論するときに，特に被

告人の防御権との関係で，被告人の方々がどのような要求をしていた，それに対し

て裁判所がどのような対応をしたのかというようなことにも踏み込んだうえで検討

していく必要があるのではないかと思っております。 

 

増田：ありがとうございました。徳田さん，三木さん，お付け加えいただくことは

ございますでしょうか。 

 

徳田：やはり，いちばん大きいのは，戦前，密室裁判の中でいかに多くの冤罪が生

み出されたのか。これは，典型は大逆事件等があるわけですけれども。密室の中で

裁判というものが開かれることがいかに冤罪を生み出されてきたかという，その反

省の上に立ってこうした規定が設けられているわけで。それを踏みにじるというの

は，もう裁判所のあり方としてはあり得ないぐらいの過ちだと私は思います。 

 

三木：私は，これは何も裁判をやらなくても良かったのではないかという気がして

ならないのです。証拠も，手袋をはめてピンセットや菜箸を使わなければ点検でき

ないような，それほど病気について本当に怖がっていたのだとするならば，何も裁
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判をやらなくても，起訴猶予にするという道もあったでしょうし，裁判の停止とい

うことも考えられたのではないか。法律論はよくわかりませんが。それでも法廷を

開いた，曲がりなりにも開いたというのは，むしろきちんと刑事被告人として裁く

というよりは，当時の治安対策上，ハンセン病者については厳しく処断していくの

だという司法としての姿勢を示す必要があったからではないかと思います。そうい

う意味で，まさに，偏見・差別を助長するために裁判を開く必要があったのではな

いかと，私は，邪推かもしれませんが，そう考えております。 

 

増田：ありがとうございました。この公開裁判を受ける権利というのが被告人の人

権の中でとても重要な権利であるということは，われわれ法曹三者，誰も十分に認

識していることです。また， 高裁の報告書に指摘されたり，有識者会議の報告書

で指摘された法の下の平等も，われわれが も重要視しなければならないことであ

ることも十二分にわかっていることだろうと思います。しかし，そうでありながら，

ここで問題になった 95 件の特別法廷にかかわった裁判官，検察官，弁護士は，多数

いるのですけれども，これらの人々がこの重大な権利を侵害してしまうような特別

法廷を容認してきてしまった。それには，どこに原因があると考えたらいいのかと

いうところを，今後の再発防止を考えるうえでも３人の皆さんにご指摘いただきた

いと思います。では，内田さんからお願いします。 

 

内田：菊池事件の第１審を担当された裁判官が判決をお書きになったあと，新聞で

このような態度で菊池事件の審理に臨んだとお書きになっているのです。一つのポ

イントは，ご本人のためですとお書きになっておられる。これは法的パターナリズ

ムで，ご本人のために特別法廷でやったんです。通常の法廷でやると差別・偏見に

さらされるのでお気の毒だと思ってやりましたとおっしゃっているわけです。それ

は，多分，特別法廷を許容した法曹の方々に共通する点ではないかと思うのです。

このパターナリズムというのは，戦後の無らい県運動の特徴なのです。戦後，強制

隔離政策や無らい県運動を採用するときに，社会防衛を一面的に強調すると，患者

等からものすごい反発があるというので，一面で社会防衛を強調しながら，他方で

療養所に入ることはご本人のためになるのです，社会の差別・偏見から回避できる

のですという理屈づけをした。そういうものが無らい県運動を通して法曹の方の中

にも入った。そのことによって特別法廷を開くことについて少しも抵抗感がなかっ

た。こういう部分があるのではないかと思います。 

 もう一つのポイントは社会防衛だと思います。これも，先ほどからご説明が詳し

くありましたけれども，菊池事件の第１審判決では死刑が言い渡されております。
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当時は，まだ永山死刑判決は出されておらず，死刑基準というのは確立していませ

んけれども，その当時でも，被害者がおひとりの場合には，死刑判決は言い渡され

ていないのです。にもかかわらず，菊池事件では死刑が言い渡されています。死刑

判決を書いた理由としてその裁判官があげていらっしゃるのは，強制隔離政策に対

する謀反だという点です。強制隔離政策を担った人をそういう形で殺害するという

ことは，国の強制隔離政策そのものに対して謀反を起こしていることになる。だか

ら死刑だ。こういうように判示されています。一面で社会防衛を非常に強調する形

で対応しながら，他方で，その方たちのためにもなるのですとしている。特別法廷

の背景には，社会防衛と法的パターナリズムという二つの側面があったのではない

かと思っております。 

 

増田：徳田さん，お願いします。 

 

徳田：私は，実際，刑事弁護等をやっている立場でこの問題を考え続けてきたので

すけれども，私たち弁護士に憲法が保障する人権規定の絶対性ということが本当に

身についていないのだということを痛感します。大学で憲法を学ぶわけですけれど

も，公共の福祉における制約を受けるということがあるという，これが私どもの体

の中には染みついてしまっている。だから，どのような人権規定にも例外があるの

だということを，もうどこかで受け入れてしまっているわけです。だから，ハンセ

ン病の患者さんの場合にはそうなっても仕方がないのだということを非常に受け入

れてしまうような体質がわれわれの中にできあがっている。この公共福祉論という

のがまき散らしている害毒にわれわれ法曹界が毒されているということを正面から

見据えないと，憲法が保障する人権規定は絶対的に守らなければいけないという姿

勢が私たちの中にできていないということが露呈されたのではないかということを

強く感じます。 

 それからもう一つ感じるのは，事は裁判を受ける権利という形で問題になってい

るのですけれども，実際に問われているのはハンセン病隔離政策を司法としてどう

見るかということなのです。先ほど来，内田教授がずっと明らかにしてくださいま

したけれども，憲法の埒外に置かれているわけです，ハンセン病の患者さんたちは，

らい予防法によって。その憲法の埒外に置いているということを 高裁判所がこの

憲法の公開原則等に反して許してしまうということを通してお墨つきを与えている

わけです。だから，一見したところ，憲法の公開原則が裁かれているように見える

のだけれども，そうではなくて， 高裁判所がどこに過ちを犯したかというと，隔

離政策にこの特別法廷という許可を与えることを通してお墨つきを与えてしまった
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のです。ここの問題に 高裁が正面から向き合わない限り，同じ問題はまた起こっ

てしまう。この問題はハンセン病とはまた違うというようなことを，いろいろな理

由をつければ，結局，同じようなことが起こってしまうのではないか。そういう意

味で，このハンセン病の問題，菊池事件というのは，私ども法律家がこの日本国憲

法の人権規定というものをどれだけ自分たちのものにしているかということが問わ

れているのではないかと，そのように思います。 

 

増田：ありがとうございます。三木さん，いかがでしょう。 

 

三木：私は，今から 30 年前になってしまうのですけれども，司法記者をやっていま

して。検察庁，東京地・高裁， 高裁と順番に担当したのですが，その地裁時代に，

あの建物で行われる死刑求刑事件をできるだけ傍聴したのです。特に，判決公判は

よく行ったのですが，ある死刑をいい渡された事件で，いくつかお尋ねしたいこと

があったので，弁護士の先生にいくつか質問しました。そうしたら，その先生が持

っていらっしゃるのは 10 ページか 20 ページあったでしょうか，薄っぺらな証拠書

類を持っているだけなのです。当時は，法律扶助協会で１枚 50 円ぐらいでコピーし

ていたと思います。その先生は「高いから」，「国選だから，要点だけコピーしてき

たんだ」というようないい方をしていましたが，いくつかの質問に対して答えられ

なかったのです。死刑事件でありながら，弁護士がこの程度の弁護しかしなくてい

いのかと思ったことがあります。今はそのような弁護をされる方はいないと思いま

すし「自分は国選だから仕方ないんだよ」というようなことを口にされることはな

いと思いますが，少なくとも，今から 30 年前の法曹の方々の意識の中に本当の意味

で人権意識というものがきちんと行き渡っていたのかというと疑問なのではないで

しょうか。だから，この特別法廷も，ひとり 高裁の問題だけではなくて，検察，

もちろん弁護士も含めた法曹三界が揃いも揃って今とは違う人権に対する取り組み

方をしていたことの一つの証左ではないかというようにも考えております。 

 

小林：今日は，せっかく市民の方々，研究者の方々，弁護士の皆さんに来ていただ

いていますので，会場からのご質問，ご意見などをここで少しうかがってみたいと

思います。何かないでしょうか。どうぞ。 

 

（会場からの質問） 

質問者：８月の末に有識者委員会の座長の井上英夫さんに来てもらって，なぜハン

セン病患者には憲法の光が当たらなかったのか，なぜ閉ざされていたのかというこ
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とでお話をいただこうと思っているのですが，その点について，先生方にもご教授

をお願いしたい。当時の占領政策との関係で，何かそのあたりを解明できないかと

思っているのですが。 

 

小林：その点について，徳田さん，お願いします。 

 

徳田：ＧＨＱの占領政策の中でいえることは二つあると思います。 

 一つは，アメリカの持っている特徴的なことですけれどもダブルスタンダードで

す。アメリカ国内と占領地である日本等のアジアにおいて展開する政策の間に明ら

かに格差がある。アメリカ国内では，もうプロミンを使った開放治療が行われてい

たわけです。しかし，日本の占領政策においては，徹底的隔離政策を海軍の告示で

展開していきます。同じハンセン病であるにもかかわらず，一種の風土病的なとら

え方をして，米軍兵士が感染することを怖れていた。そういう意味で，アメリカの

占領政策のダブルスタンダートというものがあるというのが一面。 

 それから，ＧＨＱのサムスという大佐が日本にプロミンを持ち込んでいるわけで

す。これで治るのだということを説明したうえで，これを光田をはじめとする当時

の園長に提供しているのです。その背景には，日本はアメリカと違ってかなりのハ

ンセン病の患者がいるという認識のもとに，隔離政策を利用することが，このハン

セン病というものを日本で克服していくうえで非常に効率的だと考えた。つまり，

ハンセン病治療薬であるプロミンを療養所でなければ使えないという政策を展開す

ることで日本からハンセン病を克服できるという考え方に立ったのではないか。そ

ういう意味で，ＧＨＱは，光田健輔等の隔離政策者を利用したといえるのではない

かと私たちは見ているのですけれども。 

 

小林 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

（質問者） ありがとうございました。 

 

小林 今日は，会場に全国ハンセン病入所者協議会の会長である森さんがおみえで

す。何か一言コメントいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（全国ハンセン病療養所入所者協議会会長：森和男） 

森：ただ今ご紹介いただきました，全国ハンセン病療養所入所者協議会の森和男で

ございます。今日，こうしてハンセン病療養所入所者に対する特別法廷を考えるシ
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ンポジウムを日弁連の主催で開催をしていただきまして本当にありがとうございま

す。この問題については，早くから光を当てていただくことが望ましかったわけで

はありますが，戦後間もない頃は，やはり療養所は本当にまだひどい状況でありま

して。日本国憲法がまだ公布，施行されて間もない時代であったわけでありますけ

れども，療養所は暗黒の時代がまだ続いていたのではないかと思わされる時代であ

った。そういう時期にこの菊池事件が起こりました。私も，この療養所で起こった

いろいろな事件について思い出すわけでありますが，特に，菊池事件につきまして

は，当時，全患協が取り組んでおりましたのでよく知っておりました。本当に証拠

といえるものはありませんし，本人も自白もされていないし，これは冤罪であると

いうことで，当時の先輩たちが一所懸命無罪を獲得するために運動をされました。

しかし，結果的には，あのような裁判，１審，２審で有罪，そして 高裁で死刑が

確定し，執行されるという，もう本当にわれわれが運動していた状況とは全く，期

待していた流れとは全く違う方向で進んでしまった。われわれハンセン病者に対す

る偏見・差別がいかにひどかったかということなのですが，特に法曹の中において

は非常に厳しい状況に置かれていたと思うわけでありまして，何とか，この無念の

中で亡くなられた方の名誉を回復するためにも，再審をぜひ勝ち取るようにしてい

きたいと思っております。われわれ，全療協会員，みんな，そういう願いを持って

いるわけでありますが，もう，平均年齢が 85 歳近くなっております。われわれが生

きているうちに何とか名誉回復を果たしたい。このシンポジウムがそのための一つ

の支援になればと思っております。ありがとうございました。 

 

増田：どうもありがとうございました。 

 もう少しディスカッションしたいところでございますが，時間ですので， 後の

締めをいただきたいと思います。先ほど，どうして法曹三者がこのような特別法廷

を容認してしまったかということについて，要するに，私どもは本当の意味で基本

的人権を理解していないのだというご指摘は本当に胸に刺さりました。そのわれわ

れ法曹三者，裁判所，検察庁，弁護士・弁護士会が二度とこのようなことをしない，

この同じ轍を踏まないためにどうしていったらいいのか。それが，これから私たち

に課せられた課題であると考えておりますので，その点に絞ってお３人の皆さんか

ら一言ずつコメントをいただいてこのディスカッションを締めたいと思います。お

願いします。 

 

内田：負の遺産につきましては，やはり検証するということが非常に重要ではない

かと思います。検証を通じて再び誤りを犯さないための再発防止策の実施に結びつ
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けていく。それとともに，負の遺産によって被害をお受けになった方たちの名誉回

復や被害救済を図っていく。そのようなシステムを構築していくということが非常

に重要だろうと思います。そのような観点から見た場合，日本の司法は，検証シス

テムの構築ということについていえば，欧米諸国に比べてかなり遅れている状態で

あるのではないかという気がします。ついては，検証システムを構築し，充実させ

ていただいて，被害救済，名誉回復，再発防止に結びつけていっていただければと

思います。その際，先ほども話の中で触れさせていただきましたように，法曹三者

は共同責任ということでございますので，やはり三者が力を合わせて，ここはでき

るけれどもここはできないという部分があると思われますので，そこはお互いに協

力し，隙間をうずめていただいて，再審請求その他の問題についても協力して，問

題に対応していっていただければありがたいと思っております。 

 

徳田：私が思うのは，ハンセン病の問題を自分の生き方の問題として考えるという

ことが大事ではないかと思っていまして。私自身，この問題に長い間何もしてこな

かったという，そういう問題としてハンセン病問題を考えていくことはすごく大事

で。今の時代から見て，過去における様々な政策の過ち等を批判することはそれほ

ど難しいことではない。けれども，では，自分がどう生きてきたのか。自分があの

真っ只中に弁護士としていたらどう生きただろうか。そういう問題を意識しながら

ハンセン病問題を考えるということがすごく大事なことで。でないと，手のきれい

な人たちが手の汚い人たちを裁くような形に終わってしまうのではないか。私は，

そういうことが大事だと思っています。 

 

三木：よくあの 高裁が曲がりなりにも謝罪したなという思いもあるのですけれど

も， 高裁の本音がどこにあるのかが気になります。 近，企業にしろ何にしろ，

不祥事を起こすと，とにかく事実を認めて謝罪する。そして，再発防止を約束する。

その流れの中で，頭を下げればそれで一件落着というような風潮がはびこってしま

っている。メディアも悪いと思うのですが。社長なり組織のトップが頭を下げてい

るところを写真に収め，映像に収めて流せば，それで一応溜飲を下げるようなとこ

ろがある。でも，これでは，実は何も解決しないのです。謝罪しないよりはマシか

もしれませんが，他人事のように謝罪しても仕方がない。ハンセン病についての問

題の多くは，多分，今，社会で活躍されている人たちの多くは，直接その加害者側

に立っているケースと思います。だから， 高裁にしても，本気で自分は悪いこと

をしたと思って謝罪している人はいないのではないか。これでは，いつまで経って

も，組織としての落とし前を付けただけで，本当の意味での差別・偏見を一掃する



296 
 

ためには大きな進歩にはならない。やはり，この特別法廷の問題については， 高

裁自身が裁判官の独立云々だなどといっていないで，きちんと身内の功罪というも

のを解明していく，検証していくということが必要なのでしょうし，同じように，

検察にしろ，弁護士会にしろ，個人を糾弾するのではないが，責任の所在を，責任

者の所在を明確にしていかないと，自分自身の問題としてこの偏見・差別の問題が

受け止められないのではないかというように思います。 

 実は，新聞界も同様で，いろいろ，熊本地裁判決以降，ご批判を浴びまして，そ

れなりに反省してまいりましたが，私自身も「いや，僕は直接関係してなかったか

ら」という甘えの気持ちがどこかでまだあります。記者として 1996 年以前にもっと

早く取り組んでいれば，らい予防法をもっと早く廃止に追い込むことができたので

はないかという忸怩たる思いが強く今も心の中に残っておりまして，元気なうちは

ハンセン病問題に少しでもお役に立てるような動きをしたいと思っておりますけれ

ども，社会全体を見てもどこか他人事で考えている人が多いように映るのです。こ

れを乗り越えて，本当の意味での反省ですか，謝罪ですか，そこを極めていかない

限り，本質的なハンセン病問題の解決というのは遠いのではないかと思っておりま

す。 

 

増田：どうもありがとうございました。短い時間ではありましたけれども，お話い

ただいたご示唆をもとに，これからも法曹の責任をしっかり自覚して取り組みを進

めていかなければいかないと改めて認識した次第です。お話いただいた３人のパネ

リストの皆さんに拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

第６ 閉会挨拶 

 

司会：それでは， 後に，日弁連人権擁護委員会の加藤高志委員長より閉会のご挨

拶がございます。 

 

（人権擁護委員会委員長（当時）：弁護士加藤高志） 

加藤：人権擁護委員会の加藤でございます。本日は，長時間にわたってシンポジウ

ムにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日のシンポジウムでも明

らかなように，この特別法廷は，本来，人権擁護を も果たさなければならない司

法の場においてなされた人権侵害であります。そのことにいちばん敏感でなければ

ならない裁判官，検察官，そして弁護士が 1970 年代の前半まで漫然と認めていたも

のであります。私たちは，まずそのことを第一に重く受け止めなければならないと
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思っております。 

 今から 15 年前の 2001 年５月にハンセン病の患者さんや元患者さんであった方々

が国に対して起こした国賠訴訟に対して，熊本地裁は，国の隔離政策，そして予防

法を廃止しなかった国会の立法不作為を厳しく批判しました。画期的な判決でござ

いました。しかし，同時に，その訴訟提起前に日弁連に対して申し立てられた人権

救済の事件に対して日弁連は判断を示せなかったと，そのことを厳しく批判もされ

ました。私事で恐縮でございますが，私は，その当時，日弁連の人権擁護委員会の

医療部会長でございました。そして，日弁連は，その熊本地裁判決を契機に，それ

までハンセン病の患者さん，あるいは患者であった方々に対する人権侵害にあまり

にも無関心であったということを反省し，以後，社会に残る偏見・差別の解消に向

けて努力する旨誓う宣言等を作成しました。私もそれにかかわりました。その後，

ハンセン病問題だけでなく，感染症患者さんに対する人権侵害，患者の権利につい

ての問題など，日弁連は活動してまいったのでありますが，まさに，この人権擁護

を目的としなければならない司法の場で行われた人権侵害について，この特別法廷

の問題について日弁連自身がきちんとした検証を行ってまいりませんでした。この

ことを私個人としても反省するとともに，日弁連は重く受け止めなければならない

と思っております。 

 本日のシンポジウムでは，まず映画が上映されました。この映画は，実際にあっ

た事件をモデルとして，特別法廷が設置されていた時代にいかに患者さんやその家

族が悲惨な状態に置かれていたかと，それを描いたものでした。そして，その当時

だけでなく，今もなお根強くそういった偏見・差別が残っているということも伝え

られた映画でございました。続いて，当事者である菊池恵楓園に在園されていた方々

から当時のこともご報告いただきました。また，内田先生のご講演では，ハンセン

病患者の方々に対して司法の犯した誤りはこの特別法廷だけではないのだと。 高

裁の報告書が，特別法廷によってハンセン病患者の方々の人格の尊厳を傷つけたこ

とを反省し謝罪したことは評価できるものの，多々不十分な点があるということも

ご指摘いただきました。根こそぎ人権が侵害され，特別法廷において憲法に定めら

れた人権さえも保障されなかった。そのことを弁護士会において検証することが求

められている。特に，その検証，再発防止のためには法曹三者が協力していかなけ

ればならないこともご指摘いただきました。パネルディスカッションでは，まず映

画のモデルとなった菊池事件の弁護団である徳田弁護士から同事件の問題点を非常

に詳細に指摘されました。検証会議の委員であった三木先生からは，いかにハンセ

ン病患者さんらにとって憲法が重要な役割を果たしたのかが述べられ，今回の 高

裁の報告書の問題点も指摘されました。そして，今なお残る偏見・差別，当事者の
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方にしかわからない苦しみというものも報告されました。そのうえで，特別法廷で

侵害された権利の重要性が確認され，そうであるにもかかわらず，なぜ法曹三者が

特別法廷を容認，黙認したのかについて，その人自身のためだからという誤ったパ

ターナリズム，あるいは，法曹の憲法，人権の理解の浅さ，そして，国選弁護だか

らなどという理由での逃げや弁解，そういったものも指摘されました。いずれも重

い指摘として，われわれ法曹，弁護士は受け止めなければならないと感じました。 

 今般， 高裁は謝罪をいたしました。そのこと自体は評価できると思います。し

かし，平等原則，裁判の公開などの保障された人権の侵害についてより踏み込んだ

判断を出すべきだった。そうでなければ，当事者の方々の納得は到底得られないと

私は感じました。 

 もちろん，日弁連自身がそのように裁判所に物申せるのかという思いもございま

す。2001 年，先ほどの熊本地裁判決以後，ハンセン病患者や元患者の方々に対する

人権侵害の解消に向けていくつかの活動は行ってはまいりました。しかし，この司

法の場で行われた人権侵害について全く検証がなされなかったということを率直に

お詫びしなければならないと私は思っております。また，お詫びだけでなく，今後，

法曹三者の取り組みとしてハンセン病患者さんに対してなされた人権侵害の真相究

明，検証はもちろんのこと，患者の人権の保障に向けても，そして２度と同じこと

が起きないように，さらに一層努力してまいりたいと考えております。皆様，本日

はありがとうございました。 

 

司会：以上をもちましてシンポジウム「隔離法廷と法曹の責任－ハンセン病療養所

入所者に対する『特別法廷』を考える－」を終了いたします。長時間のご参加，誠

にありがとうございました。どうか，お気をつけてお帰りくださいますようお願い

いたします。また，アンケートをお配りしております。黄色いアンケート用紙，ご

記入になりましたらば，出口付近に回収箱がございますので，そちらに投函くださ

いますようお願いします。 
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第３部 

国立ハンセン病療養所 

菊池恵楓園視察報告 
 

 

 

 

■日程：２０１７年１月１２日（木）～１３日（金） 

■場所：国立療養所菊池恵楓園 

（熊本県合志市栄３７９６） 
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調査スケジュール 

 

１ 日時：（１日目）２０１７年１月１２日（木）午後１時３０分～午後５時 

      留置場跡・菊池医療刑務所支跡見学 

      歴史資料館見学・資料収集 

      (２日目) ２０１７年１月１３日（金）午前９時～午後４時 

      園内見学，資料収集 

      入所者へのヒアリング 

 

２ 場所：国立療養所菊池恵楓園（熊本県合志市栄３７９６） 

     菊池医療刑務支所跡（熊本県合志市栄３７９３－９外） 

 

３ 調査参加者： 

日弁連人権擁護委員会委員（第４（医療）部会委員）９名（当時） 

（以下五十音順・括弧内は所属弁護士会） 

・加 藤 高 志（大 阪） 

・木 村   正（徳 島） 

・隈 元 暢 昭（大 阪） 

・黒 木 聖 士（福岡県） 

・小 林 洋 二（福岡県） 

・髙 橋   良（神奈川県） 

・野 村 修 一（第二東京） 

・花 輪 仁 士（山梨県） 

・増 田 聖 子（愛知県） 

 

 

＊国立療養所菊池恵楓園，同園入所者自治会及び聴取対象者の同意を得て，本視察

報告及び写真掲載をしています。 

なお，特別法廷をテーマとした企画展「遮られたまなざし－恵楓園収蔵特別法廷

資料を読む」は，平成２８年度熊本大学学芸員養成課程博物館実習生によって平成

２８年１１月２１日から平成２９年８月２９日までの期間に実施されたものです。 
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第１ 菊池恵楓園・園内視察 
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１ 社会交流会館（歴史資料館） 

 
 

① 社会交流会館（歴史資料館）の外観 

 

 
 

② 菊池恵楓園案内図 

  社会交流会館の入口に設置されていた菊池恵楓園案内図。 
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（１）常設展示 

 
 

③ 予防衣 

職員は患者と接触する際，「予防衣」と呼ばれる完全防備型の服装（帽子・マス

ク・袖まであるエプロン・黒い長靴）をしていた。 

ハンセン病の感染を恐れるあまり，過度な服装で患者と接しており，１９６４

年（昭和３９年）まで続けられていた。 

入所者からは職員の目しか見えなかったといわれており，皆同じ恰好をしてい

ることもあって，入所者は職員の見分けがつかなかった。職員は，入所者が生活

している部屋の畳の上を土足のまま歩いたといわれており，患者にとって，自分

たちが汚い，危険だと扱われていると感じさせる服装であった。 
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④ １９４１年（昭和１６年）当時の建物配置図 

１９４１年（昭和１６年）７月１日，九州療養所は国立に移管され，名称を菊

池恵楓園と改めた。園の西・北側には壁が建てられ，東側には堀が掘られていた。 

また，園の内部も患者地帯（有毒地帯）と職員地帯（無毒地帯）に厳密に区別

されていた。 
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⑤ コンクリート塀 

療養所（患者地帯）と外部敷地との境界には２ｍを超えるコンクリート塀が設

置されていた。コンクリート塀は昭和に入った頃に療養所の西・北側に設置され，

大正時代に東側に掘られた深さ２ｍほどの堀と併せて，療養所は壁と堀に囲まれ

て患者を閉じ込める施設となった。 
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⑥ 「隔離の壁」 

入所者は患者地帯（有毒地帯）で生活しており，職員地帯（無毒地帯）との間

に「隔離の壁」が設けられて，自由に出入りすることはできなかった。入所者は，

汚い，危険なものとして捉えられていた。 
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⑦ 監禁室内部（再現） 

監禁室の出入口には，木製の頑丈な格子が設置されていた。 
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⑧ 熊本医療刑務所菊池医療刑務支所（旧菊池医療刑務所） 

１９５３年（昭和２８年）３月に開設されたハンセン病患者専用の未決・既決

の刑事収容施設である。本写真は，菊池医療刑務所の（外塀沿いの）「門衛所」と

判断される（左側に門衛が立っている。） 
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⑨ 大風子油 

戦前のハンセン病治療は，主に大風子油で行っていた。筋肉に直接注射するた

め激痛であったといわれているが，らい菌に直接作用するものではなかったため，

症状を抑える程度の効用であった。 
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⑩ プロミン 

１９４１年（昭和１６年）にアメリカのカーヴィル療養所で開発されたハンセ

ン病の特効薬。プロミンの登場により，治療は劇的に良くなったといわれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

 

 

⑪ 菊池医療刑務所接見入口の写真 

菊池恵楓園入所者自治会役員らが，被収容者と接見するため，園長の許可を得

て菊池恵楓園から外出し，菊池医療刑務所の「接見室兼臨時法廷」の建物の存在

する外塀の出入口から入る場面を撮影したと思われる写真である（撮影年月日不

明）。 
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（２）特別企画展（特別法廷） 

 

 

 

⑫ 平成２８年度熊本大学学芸員養成課程特別企画展「遮られた まなざし」 

－恵楓園収蔵・特別法廷資料を読む－（チラシ） 

「見えなかった。－見ようともしなかった」 

視察時，ハンセン病特別法廷に関する特別企画展が行われていた。 

写真は菊池恵楓園自治会５０年史に掲載されているもので，「出張法廷（昭和２

６年３月）と説明されている。 
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⑬ 特別法廷に関する展示 

菊池恵楓園及び菊池医療刑務所で行われた特別法廷は３５件と も多い。 
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⑭ 特別展示展の視察風景 

特別展示展の様子。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 
 

 

 

⑮ 慰安所の写真 

１９５０年（昭和２５年）９月１３日，菊池恵楓園を特別法廷と指定された

初（第１号）の事件（Ｓ事件）の第１回公判は，「慰安所」（旧公会堂）で行われ

た（この写真は，職員地帯（無毒地帯・無菌地帯）側の出入口（南側）から撮影

したもので，患者地帯（有毒地帯・有菌地帯）側の出入口は反対側（北側）にあ

り，出入口は厳格に分離されていた）。 
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⑯ 第２回公判の様子に関する展示 

１９５１年（昭和２６年）３月２日，前記Ｓ事件（菊池恵楓園の 初の特別法

廷指定事件）の第２回公判が，野外で実施されたとされる写真である。第２回公

判は，第１回公判と異なり，屋外に机，椅子を並べて行われた。菊池恵楓園から

の開示資料（癩患者（某）強盗殺人未遂事件第二回公判記録）によれば「園内事

務支所野外臨時法廷」と記載されている。 
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⑰ 旧菊池医療刑務所の「接見所兼臨時法廷」 

旧菊池医療刑務所の敷地の一部に建てられた「接見所兼臨時法廷」。 
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⑱ 菊池事件に関する展示 

展示物の中には菊池事件で用いられたとされる刃物に関するものがあった。 

菊池事件では，捜査当初，凶器は草刈り鎌とされていたが，草刈り鎌ではない

という鑑定書が出された後，凶器は短刀に変更された。しかし，その短刀からは

血痕が検出されないなど，この短刀を凶器と断定した理由も曖昧とされている。 
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⑲ 菊池恵楓園建物配置図（昭和２０年代） 

１９５１年（昭和２６年），当時の自治会事務所前（現在の盲人会館）で行われ

た特別法廷は，一般人の立ち入ることのできない「患者地帯」（有毒地帯・有菌地

帯）で行われていた。 
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⑳ 社会交流会館（歴史資料館）正面玄関 

学芸員と視察者 
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２ 菊池医療刑務支所跡 

（１） 旧菊池医療刑務支所跡（１９５３年建設分） 

 
 

① 接見所兼特別法廷の出入口 

高さ４ｍを超える菊池医療刑務所コンクリート塀に幅１ｍ程度の出入り口が設

置されており，被拘禁者への面会人（自治会役員など）が出入りしていた（当時

の出入りの状況を撮影した写真は，前出１（２）写真⑪）。 

高裁判所調査報告書では，開廷時，この外塀の出入口を開けていたことを一

つの理由として公開原則に反しないとしている。 
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②  旧菊池医療刑務所の外塀 

 

 

③  同上 
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④  旧菊池医療刑務所の外塀 

 

 

⑤ 同上 
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（２） 新菊池医療刑務支所跡（１９８６年建設分） 

 

 

 

⑥ 新菊池医療刑務所跡 

１９５３年（昭和２８年）に建設された旧菊池医療刑務所の建物老朽化に伴い，

１９８６年（昭和６１年），新菊池医療刑務所が新築された。 

入所者によれば，新菊池医療刑務所には軽犯罪法違反の被告人１名が収監され

たに留まるとのことである（検証会議報告書１１９頁でも，新菊池医療刑務所の

被収容者は１名のみであることが確認できる）。 
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⑦  新菊池医療刑務所後の内部 

 

 

⑧ 同上 
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３ 菊池恵楓園・園内見学 

（１） 警察留置場跡 

 
 

① 警察留置場跡地 

現在，建物は存在せず，「警察部癩留置場跡」と記された立札が存在する。 

  自治会誌によれば，１９３８年（昭和１３年）１２月，熊本県警により所内に

留置場１棟（３６坪）が設置され，１９５５年（昭和３０年）１２月，「外監禁」

（警察留置場の通称）が厚生省の指示で取り壊されたとされる（国立療養所菊池

恵楓園入所者自治会「壁をこえて」自治会８０年の軌跡・「自治会年表」より）。 
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（２） 監禁室跡 

 
 

② 監禁室跡 

１９１６年（大正５年），「癩予防ニ関スル件」改正により，療養所長に懲戒検

束権としての監禁処分が付与され，菊池恵楓園には，１９１７年（大正６年）３

月，監禁室が建設された。 

療養所長に裁判を経ない懲戒検束権を付与し，逃げたり言うことを聞かなかっ

たり等些細なことで入室させられ，食事も減食されていた。 

収容室が３室あり，現在のガラス窓ではなく，当時は引き違い戸であったため

内部は暗かった。うち１室の壁には２週間ほど収容された収容者による，あと何

日と記載された落書きがある。 
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（３） 火葬場跡 

 
 

③ 火葬場跡 

１９２０年（大正９年）に建設。１９６０年（昭和３５年）に取り壊される。 

町の火葬場が使用できないため建設されたものである。 

３人の入所者が仕事を担っており，薪で行っていたため，一昼夜かかっていた。 

現在，跡地にはやすらぎの碑が建立されている。 
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（４） 隔離の壁（コンクリート塀） 

 
④ コンクリート塀 

 

 
⑤ コンクリート塀の説明 

壁の高さは２．４メートルほどあった。 

壁のないところには２メートルの深さの堀があった。 

入所者が逃走しないよう２４時間体制で５人が巡視していた。 
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（５） 納骨堂 

 
 

⑥ 納骨堂 

元々，１９３９年（昭和１４年）に宗教法人の寄付で建立された旧納骨堂があ

った。 

１９７６年（昭和５１年）に現在の納骨堂が建設され，旧納骨堂の遺骨も移転

している。 

物故者は３７００名ほどいるが，納骨されているのは１３０７柱である。 
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（６） やすらぎ総合会館 

 
 

⑦ やすらぎ総合会館 

カトリック教会等の独自の施設を持たない宗教・宗派の葬式等の法事が全て行

われる。 

結婚とともに入所者の心の平穏を保たせる一手段として宗教が利用され，重要

視された。入所時にはどの宗派に属するか質問された。 

法事等の準備は療養所の職員が準備する必要があったため，あらゆる宗教・宗

派の宗教的儀式の理解が求められた。 
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（７） 菊池恵楓園分校跡 

 
 

⑧ 菊池恵楓園分校跡 

開園当時から寺子屋式の教育がなされ，入所者が自前で教えていた。 

建物が建ったのは，１９３１年（昭和６年）であり，学校兼図書室であった。 

１９４１年（昭和１６年）に恵楓学園に名称変更し，児童６０人に対し，４人

の入所者が教えていた。 

１９４６年（昭和２４年）になってようやく学校教育法による教育がなされる

ようになり，１９７６年（昭和５１年）に児童がいなくなったことで閉校した。 

高校はなく，邑久光明園内の高校（定時制，４年）に行くことになり，夜出発

で，一般の人とは入り口が異なるお召し列車で向かっていた。 

１６８名の卒業生がいるが，社会復帰したのは３６名である。 
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（８） 隔離の門跡 

 

 

⑨ 隔離の門跡 

（以下は写真中の文章） 

当療養所は，１９０９年（明治４２年），「九州七県連合療養所」として開設さ

れ，１９１１年（明治４４年），熊本県知事訓令により「九州療養所」と改称し，

１９４１年（昭和１６年），国に移管され「国立療養所菊池恵楓園」となる。 

 その間，隔離の完全実施のため，１９２９年（昭和４年）に現在も園の西側・

北側の一部に残っているコンクリート塀で患者の居住地区を囲み，それ以外は幅

１．５メートル・深さ２メートルの素掘，その外側を土手と桧で，更に職員地区

とは黒板塀で外界と遮断し，この碑のある門だけが唯一外界に通じる，いわゆる

隔離の門であった。 

 その後，プロミン効果による正式社会復帰を祈念するため，昭和２６年改装さ

れたが，１９９７年（平成９年），病棟改築により撤去された。 
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第２ 菊池恵楓園入所者聴取反訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ２０１７年１月１３日（金）午後０時３０分～午後３時４０分 

場 所 菊池恵楓園自治会ホール 

対象者 菊池恵楓園入所者４名（志村康氏，長州次郎氏，杉野芳武氏，肥後正夫氏） 

聴取者 日弁連人権擁護委員会（第４（医療）部会委員） 

司 会 黒木聖士（日弁連人権擁護委員会第４（医療）部会委員） 
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第１．自己紹介 

○司会：午後は，入所者の方々からお話を伺います。宜しくお願いします。それで

は，まず，入所者の方々から，簡単に自己紹介をお願いします。 

○肥後：肥後正夫です。来年はもう９０歳になります。昭和２年１２月２８日生ま

れです。 

   生まれは福岡，八幡製鉄所が昔盛んな頃の少し前で，そこの官舎にいたらし

いです。今は工場になっていて，引っ越してしまっているけれども，おやじが

病気になって会社の病院に入ったものだから，おふくろは元の鹿児島に戻され

て，そこに小学校３年生までいて，発病して菊池恵楓園に来たのが昭和１４年

４月２日。ちょうど（園内では）花見の日で花見の踊りがあって，すぐ衣装を

着せられて写真を撮ったことを覚えています。 

   その時が小学３年生を卒業してすぐでした。学校の先生が鹿児島の駅まで送

ってくれて，キャラメルを一つもらいました。初めて汽車に乗って熊本まで来

ました。熊本の待労院に病気で姉がいたので，その足で兄さんと２人で恵楓園

に着いて，診察を受けました。兄の方は病気ではなかったから，そのまま今度

は大阪の方に仕事に行き，私だけ園内に残されて，仮収容所に４，５時間いて，

夕方には少年舎に行きました。 

少年舎は，当時２４，２５人はいたのではないだろうか，少女舎は確か１４

人ぐらいだったと思います。 

   （園内の）学校を卒業してすぐ，戦時中だったから「おまえ，元気だから（園）

外へ出て働け」と言われ，軍需工場に行かされて終戦まで働いておりました。

（戦争中の）３年間は（園）外におりました。Ｂ２９か，機銃掃射などを受け

て，工場が燃える時は凄まじかったです。真昼の暑いところのちょうど焼け残

った家の前で終戦の詔勅を聞きました。 

○司会：ありがとうございました。では，次に長州さん，お願いします。 

○長州：私の名前（園名）は，山口県出身なので長州次郎と言います。昭和２年７

月３日生まれです。昭和１５年に山口県の旧制中学に入って，昭和１８年に発

病して，昭和１８年８月１３日に菊池恵楓園に入所しました。 

   入所当時は，入所者が１１５０人いました。男部屋が４４部屋，女部屋が２

４部屋。古い建物もあるし，新しい昭和の時代に建てたところもありました。

私は今の盲人会館前の説教所のそばの１８号室に入りました。 

○司会：ありがとうございました。では，次に杉野さん，お願いします。 

○杉野：杉野芳武と言います。本名です。１９３１年（昭和６年）３月１１日生ま

れです。よろしくお願いいたします。 
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○司会： 後に志村さん，よろしくお願いします。 

○志村：私は１９３３年（昭和８年）１月２３日生まれです。入所は１９４８年（昭

和２３年）３月２５日です。菊池恵楓園自治会会長と全国ハンセン病国賠訴訟

原告団団長を仰せつかっております。 

 

 

第２．入所の経緯 

○司会：自己紹介をしていただきましたが，入所の経緯について改めてお話をして

いただければと思います。 

 

【肥後正夫さん】 

○司会：まず，肥後さんからお願いします。 

○肥後：小学校３年の運動会の時に走って左足を怪我しました。その時は全然痛く

なかったから，２年生の女の先生に「先生，痛くないです」と言ったら「肥後

君は元気ね」，「みんな見習いなさい，怪我しても痛くないって言いますよ」

と言って，私に手を叩いてくれた。この後遺症は２０年ぐらい残って，後でず

っと痺れていて，どうやってもここに傷ばかりできていました。身体検査が小

学２年生と３年生の時にありました。その時，後まで残されました。全然，病

気とは知らないで。そうしたら，おふくろが迎えに来た。なぜかと思ってよく
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聞いたら，「正夫，お前ね，ここに赤いところができとるで，あちこちに」と

言われ，学校の校医のような人たちも「何でそんなに赤い」と言っていました。

白斑紋ができる人は「神経らい」といって手が曲がり，紅斑紋の人は「結節ら

い」といって皮膚にボコボコが出てきますが，私の場合は紅斑紋が出ていたの

です。 

   それはまだ３年生ですが，入所時に山下主治医が診て，「もうここに入りな

さい」ということで，小学３年生を卒業後，入所しました。（某）小学校の卒

業生になるわけです。 

○司会：「園に来た方がいい」と言われたのですか。 

○肥後：私の姉が病気（ハンセン病）で待労院にいたものだから，私も病気ではな

いかというところで，こちらに来て検査を受けた。そして，「やっぱりこれは

病人だ」ということで，無条件で入れられたわけです。 

   しばらくは元気だった。６，７年間（終戦まで）は元気だったから（園）外

に行って一仕事して，再入園する時はちょっと悪化して，あちらこちらに病状

が出ていました。 

   それから本格的な病気の始まり。プロミンができるまでは大変だった。１年

に２回か３回ずつ，熱こぶというのが出て，４２℃ぐらいまで熱が出て，毛は

抜ける，眉毛は抜ける。髪の毛こそ抜けなかったけれども，熱がとにかく１週

間ぐらい３８℃から３９℃。私の場合だったら４２℃ぐらいまで出た。それが

３年ぐらい，３か月に１回ぐらいの割合で続いた。だから，印刷所に行って仕

事をしていても，１年に２，３回，１週間ぐらい，熱が下がるまで入院してい

た。 

   そのような状態が続いて，あちらこちら悪くなって来ました。足裏に傷がで

きたら治らないようになって，足首を両方とも切開しました。だから，歩くこ

とに苦労しています。 

 

【長州次郎さん】 

○司会：次に長州さん，入所した経緯について教えてください。 

○長州：昭和１５年に旧制中学に入る時，日中戦争・支那事変が始まっていました。

昭和１６年には大東亜戦争，昭和１７年には食糧管理法や被服切符制となり，

２年生の時に旧制中学では１人１人が銃と剣をもらって，午前中は勉強，午後

は人殺しの銃剣術やわら人形を刺すようなことをして，６０ｋｍぐらいの強行

軍も１か月に１，２回はさせられた。 

   昭和１８年，銃を持つ右手に力が入らないようになって，「おかしい」とい
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うことで，市の中央病院で，筆と針と冷たい水とお湯の入った試験管といった

もので体を全部診断したが，診断が下りず，次に山口の日赤病院にも行きまし

たが，「梅毒じゃないだろうか」と言われながらも，診断が下りませんでした。

その後，門司の鉄道病院に行き，そこでも，麻痺の検査はされたけれども，診

断が下らない。 後は，九州大学医学部の皮膚科に行くと，ハンセン病と診断

されました。その当時，ハンセン病について家族は全く知識がなく，「この世

で一番悪い病気」などと言われました。後から気付いたのですけれども，らい

予防法に強制収容の規定があって，当時は内務省・警察の管轄で伝染病関係を

管理していて，ハンセン病と診断されて県庁に報告されると，消毒が大変で，

学校中に宣告しなければならないような法律になっていたので，それがしにく

いから，診断がされなかったと私は思っています。 

   家族も父方と母方が一緒に来て，らい予防法のことを聞いて，それから（九

州大学での診断後），私は家に帰ったことはありません。今でも山口県の小郡

駅前に○○旅館というのがあるけれども，そこに３週間ぐらいおりました。そ

の当時は米がないと泊めてくれない時代だったけれども，幸いうちは米がたく

さんあったから，持っていって３週間ぐらいいた。ハンセン病療養所は熊本の

恵楓園と岡山の愛生園があるから，「どっちでも行ってよか」というような話

でした。直接家族が愛生園と恵楓園に行って調べたところ，愛生園は今のよう

に橋がなく，当時は小さい船で島流しのような状態になって，もう入ったら帰

れないという。かわいそうだから熊本の方がいいだろうということになりまし

た。幸い，（恵楓園の）宮崎園長が戦時中にもかかわらずクリスチャンだった

ということで，まさか殺されるということはないだろうということで恵楓園に

来るようになりました。 

   入所時のことを今でも思い出すのですけれども，私は汽車通学をしていたの

で，小郡駅でお母さんが「汽車通学の定期券を返してください」と言った時に，

この間まで一緒にお母ちゃん子でじゃれたりしていた私に対して，定期券を受

け取る時にハンカチで受け取ったのです。それはなぜかというと，らい予防法

の内容を聞いて，強力な伝染病と説明されて認識をしていたようです。 

   菊池恵楓園に連れて来られた時，旧公会堂のそばに事務所があって，そこに

来たら，解剖承諾書を書いて，家族はすっと帰ってしまった。 

   昭和１８年から今日まで７３年間，菊池恵楓園におります。昭和３６年から

自治会の役員を始めて，会長，副会長，常任委員をして，今日も中央委員で何

とか皆のためになればというようにして頑張っております。今年は卒寿（９０

歳）になりました。 
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【杉野芳武さん】 

○司会：ありがとうございました。次に，杉野さん，お願いします。 

○杉野：小学校６年生の時，小学校の集団検診があって，その集団検診にひっかか

ったというか，私が思い出す病状は，眉毛がちょっと薄くなっていたかなとい

うぐらいだったのですけれども，学校の校医が「ちょっとおかしいんじゃない

か」ということで，町医者に診てもらったけれどもはっきりしない。大学に回

されてもはっきりしないということで，恵楓園で診察することになったので

す。親一人子一人の家族だったので，何しろ病気と言われてもどのような状態

か分かりもしないし，やはり療養所に行った方がいいだろうという話になった

のです。 

○司会：菊池恵楓園の方でハンセン病だと診断されて「入所するように」と言われ

たのですか。 

○杉野：そうです。恵楓園で診察したら，ほとんど（ハンセン病に）間違いないと

いうことになって，恵楓園に入所することになったのです。「間違いないから

すぐ入ろう」，「入った方がよかろう」ということで入ることになりました。

それが小学校６年生，昭和１７年でした。 

   何しろ家の長男，親一人子一人だから，なるべくなら療養所に入りたくない，

このまま家に帰りたいと思っていました。療養所に来て，恵楓園の方からは「す

ぐに入れ」ということだったのだけれども，「それは嫌だ」と逃げ出しました。

恵楓園の近くに電車が通っているものだから，それにさっさと乗りました。私

の病状は，一般の人に分かるような状態ではなかったのです。 

   それでも，当時は戦時中で，早く病気を治して兵隊にでも行けるようになっ

て，家に早く帰っておふくろの手伝いをできるようになるようにということ

で，嫌々，泣く泣く恵楓園に入ったわけです。 

   入所したころ，子どもたちが３０人ぐらいいたのかな。そのような中に入る

ことになりました。以来，７０数年，家に帰ることもなく療養所で暮らしてお

ります。 

 

【志村康さん】 

○司会：ありがとうございました。では， 後に志村さん，お願いします。 

○志村：私は，小学校４，５年生のころ，高鉄棒に登って遊んでいて，始業のベル

が鳴って慌てて飛び降りたら，膝をついた。左膝は痛くて，血が流れているの

で，養護室に行った。養護室では「右の方もおかしいんじゃないか」と言われ
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て，「あれ，どうしてだろうな」と思っていた。その後，自然水泡と言って，

麻痺した部分に水泡ができた。町医者にもずっと通っていたのですが，なかな

か診断がつきませんでした。 

   １９４５年（昭和２０年）４月に旧制中学校に入りました。敗戦を迎えると

いう時代でした。２年生の１学期を終えたら，学校にいた「どかれん」の連中

が，大根を作るなどと言ってグラウンドを掘り返して元通りに直さずにいたも

のですから，グラウンドは草ぼうぼうになっていました。学校は夏休みでも出

るということになって，グラウンドの草を鎌で切っていました。すると，担任

が「ほっぺたが赤いけどどうしたんだ」と言う。「どうしたんだ」と言われて

も自分の頬は分からないものですから，「ちょっと洗面所に行きます」と言っ

て，洗面所で顔を洗って，鏡に映ったらピンク色をしていましたね。それが浮

いたように見える。そのような症状で，汗が引いたら分からなくなりました。

また風呂に入ったら赤くなるというようなことがありました。 

   父が当時は国鉄職員だったものですから，健康保険組合の佐賀の県立病院に

診察に行って血液検査をすると，当時，梅毒などの抗体反応を調べるためワッ

セルマン反応で陽性反応が出ました。先天性の梅毒ではないかという疑いで，

学校は毎週土曜日に休んで通っていたのですが，病状が良くなるどころか，ち

ょっと顔にむくみが出てきたような感じになりました。「これじゃいかん」と

いうので，梅毒の専門医，博士号を持つ皮梅科の医者のところに診察に行きま

した。 

   その病院でも，県立病院で血液検査をしてワッセルマン反応が陽性であれば，

九分九厘，梅毒に間違いないと思うということで，サルバルサン６０６号とい

う梅毒の治療を始めました。週１回，初号から６号まで打って，７週目にまた

血液検査をして，ワッセルマン反応の抗体がどう動いたかという検査をすると

いう治療法です。それをしていたら，急速に悪くなって眉毛が薄くなった。そ

れで，「こりゃいかん」と言って九州大学に行きました。ずっと自分自身でも

分からなかったのですが，籾粒のような赤いものが出来ていて，教授が，その

場でスライドグラスに組織を塗って覗いていたところ，教授が「レプラ」と言

ったので，あれっと思ったのです。 

   私がレプラを知ったのは中学２年生の時です。町内で天然痘の患者が出て，

ものものしい消毒があり，路地が真っ白になるように石灰を撒いたりするもの

を見た。その翌日，学校に行ったら，生物の授業の中で，伝染病のことをやっ

た。大体，伝染病名は３０から４０覚えておかないと中学の試験には通らない

ということで，丸暗記していました。その授業中，「レプラ」と言った生徒が
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いたのです。レプラなど誰も知らない。教師が「ちょっと待て，もしレプラに

罹ったら瀬戸の小島に強制収容される。なおかつ，男子は断種させられる」と

言うと，「断種」と聞いたものですから，旧制中学は男子校ですから，教室の

中は本当に阿鼻叫喚で「きゃーっ」というようなことがあった。その時，とん

でもない病気があるのだと思っていたのです。 

   父親は国鉄職員で，旅客運送法にはらい患者の輸送について伝染病輸送の取

扱いが書いてあるということで，色々聞いていました。 後まで医者は（私に）

病名を言わなかった。けれども，この病気は，診察した医者が県に届けなけれ

ばいけない。私は医師から，「この場で診断書を書いて佐賀の県庁に送ります。

県庁に届いて，そこから当該保健所まで行くには，早くとも１週間はかかると

思います。その間に，菊池恵楓園というのが熊本にあるので，そこに入ってく

ださい」と言われた。私も生物の授業で，瀬戸の小島に強制収容し，なおかつ

断種という話もあって，非常に強烈な伝染性の疾患であり，また，遺伝する病

気なのだろうとその時は思ったものですから，素直に従うというよりも，死に

場所を求めて，早く家から離れようということで，翌々日，私は菊池恵楓園に

来た。 

   九州大学の教授の診断書を持って療養所の受付に来たら，「今は満床ですか

ら帰ってください」，「空いたら保健所を通して連絡をしますから，その間，

自分の家にいてください」と言われた。本人が「入れてくれ」と言ってきたの

に，「万床だから入れません」，「自分の家に留まってください」という，何

というおかしな法律だろうと思ったのです。その時，私は「外の片隅でもいい

から，寝具を持ってきているのでぜひ置いてください」と言って頼んだので，

受付が「私がまだ掌握していない，一つでも部屋が空いていれば，定員が空い

ている部屋があれば，そこに入れるようにしたい」と自治会に電話をしたので

す。園よりも自治会の方が人数を掌握しているという，とんでもないおかしな

話がありました。それで，１人空いたということがあって，私はそこに入るこ

とができた。園長の診察は何もありませんでした。 

  

第３．特別法廷 

○司会：ありがとうございました。入所後の話もお聞きしたいのですけれども，時

間も限られていますので，早速，特別法廷のお話をお聞きしたいと思います。

戦後になって，菊池恵楓園の園内で裁判が行われました。 

 

【肥後正夫さん】 
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○司会：まず，肥後さんから，園内での裁判に関して，見聞したことを教えて下さ

い。 

○肥後：私は，（園内で）印刷所の仕事に入ってすぐだったと思います。新患者で

Ｓ君というのが入所してきました。ちょうど僕と背丈も同じぐらいでした。Ｓ

君が入ってきたら，私はちょうど熱こぶで昔の３病棟に入院をしていた。そこ

は代々外科病棟で，主任も看護婦ではなく患者がしていた。一番端の６人部屋

にいたかな。その時，室長は吉田さんだったと思うが，「肥後，新患者が入っ

たけん」と言う。Ｓ本人だけが上がってきて「こんにちは」，「今度３７号に

入りました。宜しくお願いします」と，それだけ一言言って出ていった。 

   後で室長さんから聞いた話では，Ｓ本人が寮に入って３日目ころ，逃走では

ないと思うけれども，夜中に脱走した。野々島の方に行く県道があって，西合

志の方に今は郵便局などがある付近で巡査の尋問を受けて，侮辱を受けたか分

からないけれども，腹を刺したらしい。室長の話で，「Ｓが，あそこで巡査を

刺したらしいぞ」と言うから，私が「死んだのですか」と聞くと，室長は「い

や，死んどらん。ただ，怪我だけじゃろう」と言って，それで済んだわけです。 

 

   そしたら，今度は何日かしてからだろう，昔の公会堂で，裁判があったらし

い。入り口から入ると，幕が張ってあった。入り口のところは誰にも見えない

ようにして，もう一つ，中に二重に張ってあった。玄関から４，５歩入ったと

ころだったか，一間ぐらいのところをちょっと開けて，入ったら，Ｓ君が立っ

ていた。私は，室長さんと入っていったら，「あれはＳじゃないか」と言った。
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そうしたらＳが振りむいた。もうそれっきり。私は，この人がＳではないかと

いうことを確かめるために呼ばれたのです。何も他はない。後で考えてみたら，

私があの人はＳだということを知っているということで，本人が偽名などいろ

いろ使っていたら分からないし，他人と代わっていたらいけないから，参考の

ために呼ばれたと思う。それだけだろう。「あ，いいですよ」と言われて，す

ぐ帰りました。 

   公会堂の中に何人座っていて，立っていたか分からないけれども，多分Ｓが

立っていたのは，小さい机の前だったと思う。私が「Ｓじゃないか」と言うと，

Ｓはちょうど斜め４５度ぐらいの後ろから振り向いた。もうそれで終わりだっ

た。何もない。「はい，宜しいです」と言って，室長にも何も聞かれない。吉

田さんという室長は，私がまだ入って若く元気がいいから連れていったのだろ

うと思う。「Ｓが何かやったぞ，あるぞ」，「何か呼ばれたぞ」と言うから，

行ってみたら裁判があった。私は裁判（があるけれども見に行くか）とも何も

聞かれもしないし，室長も「Ｓがあそこに行って何かされよるけん，おまえ行

ってくれ」と言うから行った。私には肥後正夫という名前も聞かれなかった。

それ以外のことは何もない。 

○司会：室長とはどのような人ですか。 

○肥後：昔，室長は寮に何人かいて，その上に大将がいた。言うことを何でも聞か

なければいけなかった。偉かったよ。室長と寮長がいて，とにかく命令をして

「お前は，どこに行け」「病棟にすぐに行け」「お前は，これをしろ」と言っ

たら，「はい」と言って，みんな絶対服従だったな。元気な者は使われた。 

○司会：室長から，「公会堂に行ってくれ」と頼まれて，２人で一緒に行ったので

すか。 

○肥後：はい，室長さんの命令どおり。「はい，行きますよ」と言って，付いて行

った。 

○司会：（実際に見たものが）裁判かどうかは，聞いていないですか。 

○肥後：室長にも何も聞いていない。 

○司会：公会堂に入ると，幕が張ってあったのですか。 

○肥後：幕が二重にしてあった。外側の出入口の所の幕を１度開けて中に入り，も

う１度，尋問するところの中へ開けていかないといけない，二重になっていた

と思う。中に入ったらすぐＳが，３ｍぐらいの所にいるような距離だった。私

は「Ｓじゃないか」と言ったら，Ｓはふっと振り向いた。もうそれでことは済

んだ。 

○司会：真ん中にＳさんがいて，周りにはどのような人がいたのですか。 
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○肥後：何人かいたと思う。けれども，あまりいたのではない。医者が確か２人か

３人いたかな。それと，事務所の人，今でいう福祉室，福祉関係の人。あとは

裁判官，巡査もいたな，確か。巡査はちらりと見えたような気がする。あまり

観察する間もなかった。私が「Ｓじゃないか」と言うと，「はい，分かりまし

た，宜しいですよ」と言われて，私は出て行きました。 

○司会：舞台の上ではなくて下ですか。 

○肥後：下の隅でやっていた。 

○司会：真ん中にＳさんがいたのですか。 

○肥後：はい。入り口から入ってすぐのところ。それで，右側の方に机もあったけ

れども，誰かいたのか，そこはちょっとはっきり覚えていないです。患者の関

係者で行っている人は誰もいなかった。これは間違いない。向こうが質問する

前に私が「Ｓじゃないか」と言って，それで終わりだった。私の姓名も何も聞

かなかった。 

○司会：吉田室長さんには何か言っていましたか。 

○肥後：何もない，私を連れて行っただけ。後で室長の話では，「Ｓは暴力団か何

かすごいやつじゃないか」というようなことは聞いた。だから，まともではな

いというか，寮長の言うことにも反発するような感じがあったのではないか

な。 

○司会：職員の方から「いいですよ」と言われて，外に出たのですか。 

○肥後：はい。だから何も知らない。入って，Ｓというのを確認しただけのこと。

それこそ「何だ，これ」というような，あそこで何かいろいろ聞かれるかと思

ったら，そのようなこともないし。身分だろうと何だろうと，そのようなこと

も聞かれないし，事務所の人が，寮長は知っているから誰か一緒に連れて来い，

友達のような人がいたら，ということで呼んだのではないですかね。他には何

もない。 

○司会：旧公会堂で，Ｓさんの事件の裁判で入所者が何百人も傍聴に来たという新

聞記事があるのですけれども，そのようなことは知っていますか。 

○肥後：寮長から，Ｓが脱走したから，「あそこで巡査を刺したらしいぞ」という

ことだけは聞いていた。「Ｓが今あそこにいるから，おまえ行ってくれ」と言

われて，（旧公会堂に行った時），「Ｓじゃないか」と言って，それで終わり。

「お前，馬鹿なことしたね」ともこちらは言う時間もない。 

○司会：入所者で傍聴している人はいましたか。 

○肥後：いや，いない，誰もいない。白い服の人もいたから，あれは先生だろうと

思っただけ。今言えば福祉のような人はいたよ。ざっと見て７，８人いたのは
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間違いない。それぐらいだ。 

○長州：熊本日々新聞の写真があるけれども，私もあのような裁判は全然聞いたこ

ともない。あれは合成ではないかと思う。入園者も写っているというけれども，

当時，入園者でカッターシャツを着ているような人はいなかった。 

○司会：昭和２５年（１９５０年）９月１３日に旧公会堂で Bさんの裁判が行われ

たという新聞記事がありますが，その時の裁判について，見聞きはしていない

ですか。 

○肥後：いや。全然。 その時１回行っただけ，これがＳということの確認だけだろ

うと思っていた。 

○司会：Ｓさんの本人確認のために行ったというのは，いつ頃か覚えていますか。 

○肥後：それは覚えていないです。 

 

【長州次郎さん】 

○司会：次に長州さんは，３回ほど園内で行われた裁判を見聞きしたことがあると

いうことですので，そのことについて教えてください。 

○長州：私が入った部屋，１８号室は６畳に３６人の定員だったのですが，その時，

１８号室に宮崎出身の自治会創立発起人がいた。当時，総代と副総代がいて，

係長が７名いた。その７名の内２人の係長が，毎日事務所に通っておりました。 

   自治会事務所は，今の盲人会の楠のある場所にあった。元は明治時代か大正

の初めに「説教所」という建物ができて，当時，真宗・日蓮宗・真言宗のお坊

さんやキリスト教の牧師さんたちが来て，１か月に１回説教していた。昭和１

２年，今はないですけれども，第５センター，塀のところに１５０畳敷の礼拝

堂が建設されたため，「説教所」は自治会事務所に払い下げられた。その自治

会事務所に，今言った２人が毎日係長として仕事に行っていた。 

   昭和２６年当時，私は裁判ということには関心を持っていませんでしたが，

昭和２６年のちょっと暑い時だから，８月か９月頃だったかな。寮の人と３人

で「講学のために行ってみようか」と言って行った。そうしたら，（自治会事

務所に払い下げられた）説教所に白と黒の（縦縞の）鯨幕が全部巻かれて，裁

判をやっていた。今だったら，幕をめくって中を見ることができるような勇気

があったけれども，その当時，らい予防法で，職員に反抗したらすぐ監禁室に

入れられた。当時，私が一番入所してたまらなかったのは，熱こぶで具合が悪

い時，医者と看護婦が往診に来ると，畳にござを敷いて長靴で上がって診察を

すること。このような人権無視が堂々と行われるような時代が背景にあった。

そのようなことで，私もまだその鯨幕をめくって中を見るという勇気もなかっ
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たし，そのようなことはしたらいけないと（思っていた）。私は１ｍ６３ｃｍ

くらい身長がありますけれども，それを超えた２ｍぐらいの白と黒の鯨幕で全

部，この自治会事務所を囲んで，裁判が行われていた。 

   後から聞いた話ですけれども，午前中，予防衣を着て長靴を履いて，６，７

人が自治会事務所に入るようだということで，「裁判官やら警察やらが入って

きたようだ」と途中で見た人が，私に聞かせたことがあった。 

   なぜ出張裁判をするかをよく考えてみると，消毒を徹底的にしなければなら

ないような法律になっていたハンセン病患者が裁判所に行くと，歩いた所を全

部消毒する，法廷も消毒をしなければいけない，そのようなことを考えて出張

裁判というものが行われた，と私は思っている。園内でも患者地帯が有菌地帯，

職員地帯が無菌地帯となっていて，職員が出入りする所にはきちんと水たまり

があって，消毒薬で履物を消毒して出入りをしていた。当時の服装というのが，

鳥インフルエンザで殺処分をする時と同じ格好です。帽子をかぶり，予防衣を

着て，長靴を履いている。今は（鳥インフルエンザで殺処分する時は）白い長

靴ですけれども，当時は職員全てが黒い長靴で，帽子，マスク，予防衣を着て

入園者の有菌地帯に入ってきていた。 

   そのような状態で出張裁判が行われたという，当時の状況を皆さんが認識し

ないといけない。「なぜ恵楓園で３５回も出張裁判をしなければならなかった

か」というような議論があったと思うけれども，強力な伝染病という認識で，

とにかく有菌地帯と無菌地帯がはっきり分かれていた。当時は，患者心得で，

朝起きて夜寝るまで日程表がきちんと１７条に渡って，男は女部屋に行ったら

駄目などといろいろ書いてあった。それを守らないと，室長さんと一緒に監禁

に入らないとならないというような状態があったから，鯨幕を捲り上げて中を

見る勇気が私にはなかった。 

   第１回目に裁判を見に行ったのは，昭和２６年の暖かい，９月頃ではなかっ

たかと思う。 

   第２回目に裁判を見に行ったのは，園内１０００床拡張と言って，入園者が

入る家を拡張して，それを埋めるために患者収容を強めてきた時，１０００床

拡張とともに自治会事務所が新しく建った。事務所前に大きなヒマラヤ杉があ

る写真があるけれども，玄関から入って，突き当たりのタイプライター室で裁

判が行われて，その時も鯨幕で大きな自治会事務所を全部取り巻いて，全く見

せないようにして裁判が行われた。 

   菊池恵楓園自治会５０年史に玄関の写真がありますが，奥の玄関から真っ直

ぐ入った所がタイプライター室で，３台タイプライターがあって，その部屋が
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６畳か８畳ぐらいだった。自治会室の中を廊下が通って，東の方がカウンター

になって，自治会の人が事務を執ったりして，西側の方では会長や常任委員が

事務を執る。渉外部が西側のところにあって，前が中央集会所，横に放送部が

あった。なぜ昭和２６年に新しい自治会事務所を公費で建てたかというと，当

時は，医者も看護師もほとんどいるかいないぐらいで，全てのことを入園者が

入園者をみていた。病棟辺りでも職員は１人もいない。入園者が２４時間１か

月交代で仕事をしたりするような時代だったから，自治会事務所を公費で建て

て，事務補助という名目でしてくれた。 

   第３回目に裁判を見たのは「慰安所」でした。昭和２７年度，慰安所はいけ

ないということで「公会堂」と名前が変わった。今，慰安婦の問題があるけれ

ども，早くから恵楓園には慰安所があった。園内で裁判があるという放送もな

いし広告も何もない。そのようなことは一切，入園者には知らせがなかった。

白昼堂々，憲法に違反するような裁判が行われた。 

   職員側（南方）出入り口から撮影された公会堂の写真がありますが，今の売

店の広場，本通りから１０ｍぐらいのところに公会堂（慰安所）の北側入り口

があった。その北側入り口に，白黒の（縦縞の）鯨幕が張ってあった。その入

り口は２間ぐらいの戸が開いて，そこから入ると，入り口はコンクリートで，

靴を脱いで上がる桟板があって，西側に下駄箱があった。早蕨団という劇団の

人たちなどが来た時，東側が本舞台で，入園者は畳に座って見ていた。 

   裁判があったのは，舞台から反対側（西側）の２ｍぐらいの高さの２階で，

そこは無菌地帯で，演劇などが来た時に，お偉いさんたちが観覧する場所だっ

た。南側には１ｍぐらいの高さのところに欄干があって，歌舞伎や演劇を見る

ために健康者の観覧席が南側にずらりとあった。欄干があって，入園者は絶対

にそこに入ることはできない。僕たちも入ったことはない。裁判が行われてい

たのは舞台と反対側の西側で，東に向かって裁判が行われていた。どうしてそ

れを知ったかというと，入園者は本通りが散歩道路で，散歩をしてずっと回る

時に，「今日は，何かあそこにあるようだ」「裁判らしいものがあるようだよ」

と言われて，私もちょっと入ってみた。けれども，裁判が行われている距離は

（北側）入り口から１０ｍ以上離れていたから，遠くて，声はあまり聞こえな

かった。 

   その時，（西側は）無菌地帯だから白い予防衣は着ていなかったと記憶して

いる。１回目と２回目に（自治会事務所で裁判が行われた時）は，患者地帯・

有菌地帯だから予防着を着いたはずですが，（公会堂で）３回目に見たのは，

職員地帯で無菌地帯だから予防衣を着る必要はない。 
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   私が遭遇した裁判は３回です。 

（菊池事件の被告人Ｆさんについて） 

○長州：Ｆさんが医療刑務所にいた時，私は５，６人と一緒に面会に行って，握手

をしたりして，Ｆさんと友好を高めたことがあります。 

   医療刑務所は，園の医官で定年退職をした人が所長になるから，自治会役員

をしていれば，「誰々が自治会から行くから」と言ったら，（面会のための外

出許可を）拒絶されたことはありません。 

   医療刑務所で裁判が何回も行われたってということを聞いて，本当に人間と

して残念でたまらない。 

   「ダイナマイト事件」（注：菊池事件の第１事件）が昭和２６年，蚊帳を張

っている時というから，夏にそのようなことが起こった。入園者は，どのよう

なことでＦさんが留置場にいるかも分からなかった。スピード裁判で，昭和２

７年の初めには懲役１０年の懲役刑が決まった。 

   熊本県警の留置場跡を見たと思うけれども，留置場の写真は自治会５０年史

にもあるが，そこにＦさんは１年ぐらいいて，娘とおかあさんに会いたいとい

うことで無断外出をしていた間に，殺人事件（注：菊池事件の第２事件）が起

こった。（１審の）弁護士は，「言うことはありません」と言ったが，裁判は

全く無実の内容だった。例えば，初めは鎌で殺害したとされていたが，あとで

短刀に変わり，熊本大学の世良教授に鑑定してもらったら，血液反応は全然出

なかったという鑑定結果があったにもかかわらず，１年ぐらいで死刑判決が出

た。ハンセン病と言ったらこの世にいない方がいい，早く死刑にした方がいい

と，裁判官が考えたかもしれないけれども，１年で死刑判決，福岡高裁でもす

ぐ却下された。 

   自治会がそれを知ったが，裁判ということについて自治会でも知識がない。

法律に詳しい人がいないから，国民救援会や自由法曹団などいろいろと援助を

頼んでいたけれども，手遅れ。全患協，今の全療協で取り上げたのが，草津楽

泉園で支部長会議があった時に全面的に公正裁判を願うことで運動が始まっ

た。全患協で１円募金や１０円募金などして，恵楓園自治会も，裁判のお金を

出してやることができないで，２万５０００円ぐらい２回ぐらい出してやっ

た。けれども弁護士が官製弁護士で，あとから自由法曹団の人たちが立ち上が

ってくれて，いよいよ本腰を入れて救援活動をしようとした時，昭和３７年に

死刑執行された。写真にある自治会事務所の前の中央集会所でも，供養をしな

がら公正裁判を願う見解を出したり，それからみんなが知るところとなったわ

けです。 
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○司会：長州さんが見聞きした３回の裁判について確認していきたいのですが，

初の第１回目の昭和２６年の「暖かい頃だった」いうのは，３月や４月ではな

くて，夏か秋ぐらいですか。 

○長州：夏か秋。それをなぜ覚えているかというと，昭和２６年に１０００床拡張

して，私たち夫婦者は，東に夫婦寮ができて，ちょっと寒くなる時に引っ越し

たのですが，引っ越す前の話だから，ちょうど時期の記憶がある。昭和２６年

のちょっと寒くなって引っ越した。初めて恵楓園に夫婦で四畳半の部屋ができ

た。 

○司会： 高裁調査報告書の開廷場所一覧によると，昭和２６年１０月に恵楓園で

認可された第２号事件が菊池事件です。菊池事件の第１事件（ダイナマイト事

件）が起こったのが昭和２６年８月で，８月６日にＦさんが菊池恵楓園に入所

して，１０月に出張法廷が認可されましたので，１０月ころ，Ｆさんの第１回

公判が開かれたことが推察されます。私が「夏から秋ですか」，「暖かい頃で

すか」と聞いたとき，長州さんは「はい」ということだったので，元説教所の

前で鯨幕を張って裁判が行われたというのが，１０月ころであれば，長州さん

はＦさんの第１回公判を見に行ったということになるだろうと推察されます。 

○長州：はい。 

（第１回目の裁判について） 

○司会：第１回目に見たという元説教所で行われた裁判を見に行ったきっかけは何

だったのですか。 

○長州：私の部屋に自治会の役員が７名いて，その内の２名が毎日自治会事務所に

行っていたが，「今日は仕事は行かんでええ」という話があった。 

（裁判の告知について） 

○長州： 高裁判所の有識者委員が聞取調査に来た時に初めて聞いたのが，裁判が

ある度に本門の所に出張裁判の告知をしていたなどと言っていた。入園者が有

菌地帯から無菌地帯に行くことそのものができない時代。私が「何の告知も何

もない」と言ったら，本門にきちんと告知を出しておいたと言っていた。 

   郵便局を定年退職した局長に「恵楓園の本館の出入り口に『今日は裁判があ

る』と書いた告知を見たことがあるか」と聞いたら，「絶対にありません」と

言った。父親もそこで奉職して定年退職しているが，父親の同僚も，裁判の告

知を見たことはありませんとのことだった。 

○司会：裁判があったことについて，入所者の方々に正式に告知したということは

ないということですね。 

○長州：はい，絶対にない。 
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○司会：正門前に告知したというのは，入園者向けではなくて一般人向けに告知を

したということです。 

○長州：当時，恵楓園に無断で入るということはまかりならない時代。医療刑務所

で裁判した時に外に向かって告知をしたかどうか。入り口だけしか告知してい

ない。誰も見ないところで告知して裁判は何回もされている。 

（幕の中の様子について） 

○司会：第１回目の裁判が行われたという元説教所は昭和２６年の夏か秋ぐらいに

は，自治会事務所として使われていたということですね。 

○長州：はい。 

○司会：元説教所の建物の外をぐるりと幕が張られていたのですか。 

○長州：はい，そうです。大分玄関から距離があったけれども，全く中が見えない

ように幕が張られていた。 

○司会：幕を張っていたけれども，幕をどけて中を見たということはないですか。 

○長州：ない。それをすると怒られる時代，反抗したら赤丸を付けられる。裁判だ

けではなくて，当時のらい予防法の内容，園のしきたり，そのようなものも見

てから判断してもらわないと。恵楓園の中で裁判した，出張裁判は違法などと

いうことだけでは，説得力はないものな。 

○司会：長州さんが３人で見に行った時，幕の中に入って見たり，もしくは幕の外

辺りで聞いたりしている人はいたのですか。 

○長州：いや，絶対にありません，そのような勇気のあるような人はいない。あと

が怖いよね。 
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○司会：長州さんは３人で見に行ったけれども，中を見ずに帰ったということです

か。 

○長州：はい，そうです。 

○司会：第２回目の新しくできた自治会事務所で裁判を見たことについて，幕を張

っていたということについて，確認します。 

○長州：ぐるりと全部に張ってあった。 

○司会：昭和２６年に新しい自治会事務所ができて，（元説教所にあった自治会事

務所から）移りますよね。 

○長州：はい。 

○司会：２回目に裁判を見たというのは，昭和２６年ですか，２７年ですか。 

○長州：昭和２７年。 

○司会：何月頃か覚えていますか。 

○長州 それは分からないな，覚えていない。 

○司会：２回目の裁判を見に行ったきっかけは何ですか。 

○長州：そのころは私も，裁判のことについては関心があったから行った。 
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○司会：自治会の人から聞いたのですか。 

○長州：それは何とはなしに風評というか，風の便りで聞いたと覚えている。放送

はできない，放送日がない時には１寮２寮３寮と順番があるけれども，自治会

の方から一番前の部屋の人に「今日は映画があります」と２号の人に言うと，

２号の人が今度は３号に「今日は何時から映画があるぞ」と，言葉で知らせる

ようなことしかなかった時代でな。 

○司会：自治会事務所の回りをやはり鯨幕のような幕でずっと張っていた。 

○長州：はい。 

○司会：だから，中を見ることはできなかったということですね。 

○長州：はい。それはさっきも言ったけれども，玄関はきちんと写真が残っている。

自治会５０年史を作った時，私は副会長だったから覚えている。 

○司会：先ほど言われた自治会事務所の中のタイプライター室で裁判が行われてい

たというのは，どうして分かったのですか。 

○長州：そこしか場所がない。玄関から真っ直ぐ入った所へ，廊下は１間ある，廊

下があって突き当たりガラス障子で，裏側もガラス障子。 

○司会：部屋としてはタイプライター室でしかできない構造になっているのですね。 

○長州：うん，構造に。 

○司会：長州さんが２回目に見たという新しい自治会事務所の裁判は，誰の裁判だ

ったかというのを聞いていますか。 

○杉野：その辺りは，ちょっとあやふやではあるものな。 

○長州：うん。 

○司会：幕をめくって中は見ていないですね。 

○長州：それは絶対に見た人はいないよ。家の中の畳の上に長靴で上がってくるよ

うな時代に，幕をめくって「見せろ」などと言ったら「ちょっと来い」と言わ

れる。 

○司会：弁護士の名前などは覚えていますか。 

○長州：それは分からない。 

○司会：３回目に見たのが（旧）公会堂ですね。 

○長州：はい，見た。 

○司会：長州さんが見に行ったのは，偶々，散歩の時に通りかかったということな

のですか。 

○長州：はい，そうです。 

○司会：事前に裁判があると聞いて見に行きましたか。 

○長州：違います。偶々，通りかかって，私は１人で散歩することはないけれども，
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何人かと一緒に散歩していて，そのようなことに遭遇した。 

○司会：幕が張ってあったので，何があるのかと思って中を見たということですか。 

○長州：そう。 

○司会：中を見た時の状況を教えてください。 

○長州：さっきも言ったけど，入り口は１間ぐらいの戸が２枚で３ｍぐらいになる

かな。上がったらコンクリートで，その次に桟板という靴を脱いで畳の上に上

がるために段があって，畳が敷いてある。常識で考えてみると，裁判があるな

どということを聞いて皆に知らせてあるならば，座ってどのようなことを言う

か聞きたい，見たいという興味も出てくるけれども，全く知らない時に裁判が

あって，入って文句は言われなかったけれども，そのような状況だから，座っ

て検察官や弁護士が話をするようなことを聞くあれがなかった。 

○司会：３回目に公会堂（慰安所）で裁判を見た時，下のフロアーで傍聴している

人はいたのですか。 

○長州：座って見る人はいなかった。 

○司会：傍聴席はなかったのですか。 

○長州：はい，傍聴席もない。 

○司会：長州さんなどは患者入り口の付近に立って，幕をちょっとどけて，中に少

し入って立って見ていた。 

○長州：はい，立っている。靴を脱いで入る土間に。中に入って靴を脱いで畳に座

って見るような人は，私は見たことがない。 

○司会：職員側の舞台の方に，誰か裁判官などは座っていましたか。 

○長州：はい，それは座っていた。 

○志村：長州さんが高い所に裁判官がいたというのは，確かに高い所にいた。 

○長州：うん。 

○長州：無菌地帯の２階に全部，検察官や裁判官がきちんと上に全部いて，下には

誰もいなかった。 

○司会：職員側の舞台の２階席に全員裁判関係の人はいて，フロアーには誰もいな

かった。 

○長州 はい。誰もいない。 

○司会：長州さんたちは，出入り口の土間辺りから見ていた。 

○長州：立って見るというか，十何ｍの距離があるから声はあまり聞こえない。 

○司会：その時見た裁判の被告人が誰だったか覚えていますか。 

○長州：それはＦさん（菊池事件の被告人），後から聞いたけれども。 

○司会：Ｆさんが被告人だということは，見た時には知らなかったのですか。 
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○長州：うん。後ろ向きでしょう。裁判官が前を向いているから。 

○司会：では，（被告人が）後ろ向きだったから，誰かは分からなかった。 

○長州：分からなかった。 

○司会：昭和２７年，２８年。 

○長州：２７年だな。 

○加藤：日弁連の加藤と申します。今日はありがとうございます。基本的には事実

関係をやり取りでお話を伺おうと思っていたのですけれども，どうしてもちょ

っとポイントかと思って，１，２点だけ質問させてください。 

   昭和２６年６，７月ころに１０００床拡張して，あるいは夫婦舎ができたと

いうことがまず間違いないので，その前か後かというところで，記憶を確認し

たいのですが。 

○長州：完成して入居許可が下りたのは，説教所（自治会事務所）で第１回目を見

た後，夫婦部屋に入居した。 

○加藤：今度は逆に，夫婦舎ができる前に裁判がここであったということについて

のご記憶はあるでしょうか。 

○長州：それは全然ない。 

○杉野：俺は裁判を２回見たけれども，１回目は，古い説教所の前で一番初めにや

ったのを見た。 

○加藤：夫婦舎や１０００床拡張の前にあった。 

○杉野：うん，それは全然前だったよ，もちろん。 

○加藤：昭和２６年６月は結構インパクトのあることなので，それで分けて前か後

ろかで聞いているのですが，（１０００床拡張や夫婦舎の）出来上がる１年前

ぐらいにも裁判があったようなのですが，その時に３００人，４００人が裁判

を傍聴するという，結構大きな事件だと思うのですが，そのようなことについ

ては，どなたもご記憶はないのでしょうか。 

○長州：ないな。全然話も聞いたことはない。 

○杉野：あれだけの人数が来るといったら，よほど広報をしないと集まらない。 

○加藤：自治会５０年史を拝見しているのですが，この中でも夫婦舎などが完成す

る前の裁判のことについてはあまり書かれていないのです。 

○長州：それは分からないから。 

○加藤：肥後さん自身でさえ，呼ばれて初めて行ったわけで，ましてや他の方がそ

のような裁判があるというのを事前に聞くことも，３００人集まることもな

い。 

○杉野：あり得ないな。 
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○長州：３００人も寄せて，１人も目に入らないということはない。うちも大抵友

達はいるけれども，あの写真はうそ写真だと今でも確信している。 

○加藤：１５０人などというのも，どうも職員など知った人を集めているような感

じもしないでもないのですが，そもそもの第１回なので職員や行政，役所側が

集めて，「たくさん集まりましたよ」と言って報道して，２回目からすごく小

さくなっているのですけれども，そのようなことは可能性としてはゼロではな

いのですが。 

○志村：その当時，職員を全部集めても１５０人いたかどうか。 

○加藤：（新聞には）職員や家族などと書いてあります。 

○志村：看護師は３交代だったので，実際にそれほど集まるわけがない。 

○長州：私が昭和１８年ころ来たが，看護師は２０名いるかいないか。 

１５０人も家族などを集められることがあるものか。 

○司会：それでは，長州さんに 後の確認ですけれども，公会堂で行われた第３回

目の裁判を見たという時に，一般人も見に来ていなかったということでいいの

ですか。 

○長州 はい。 

○司会：南側の職員の出入り口から外来の人が出入りできて，欄干があって見られ

る場所がありますが，そこにも誰もいなかったですか。 

○長州：誰もいない。 

○司会：長州さんが１回目と２回目に裁判を見た場所は，自治会事務所ですから患

者地帯の中にありますので，一般の人は入れないところですね。 

○長州：はい，そう。 

○司会：だから，一般の人が傍聴していたことはないですね。 

○志村：それはないな。 

 

【杉野芳武さん】 

○司会：ありがとうございました。それでは，杉野さんにようやく回ってきました

けれども，杉野さんが裁判のことについて，見に行ったことなどを教えてくだ

さい。 

○杉野：１回目に見たのは，元説教所の自治会事務所です。そこの前に幔幕が張っ

てありました。その幔幕がどうなっていたかということまでは分からないけれ

ども，漠然と通りかかったら，「何か催し物がある」ということで覗いただけ

です。裁判などということは知りません。 

○司会：覗いた中の状況は，どのような感じだったか覚えていますか。 
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○杉野：そこは今ではもう分からない。 

○司会：建物の中で裁判が行われていたのですか，外ですか。 

○杉野：外でしたよ，第１回目はね。 

○司会：元説教所の建物の前ですか。 

○杉野：そう，前だった。 

○司会：被告人は覚えていますか。誰の裁判だったか。 

○杉野：それは分からない。 

○司会：裁判が行われていたのは，見たのは見たという感じですね。 

○杉野：そう，うん。 

○司会：ちょっと見ただけですぐ帰ったのですか。 

○杉野：結局，あまり関心もないし，分からないし。大体，その時分は裁判など話

を聞いてもあまり関心のない時代ですよ，私的には。 

○司会：元説教所の前に机などを置いて，裁判官や検察官が座っていたのですか。 

○杉野：そのようなことも分からない。 

○司会：一般の人の傍聴は。 

○杉野：いや，それもない。 

○司会：自治会事務所が元説教所にあった頃の話ですね。 

○杉野 そうですね。 

○司会：２回目に見た状況を教えて下さい。 

○杉野：２回目は，公会堂というか慰安所に移った時で，その時も，偶々そこを通

りかかって，何かあるのかなということで。 

○司会：出入り口に幕は張ってあったのですか。 

○杉野：幕の色までは覚えていないけれども。 

○司会：普通は，幕は張っていないですよね。 

○杉野：うん，もちろんない。 

○志村：映画がない時は，開いていた。 

○司会：幕が張ってあったから，何かやっていると思って覗いたのですか。 

○杉野：そう，その中を覗いていた。 

○司会：中を覗いたら，何がどのような状況だったのですか。 

○杉野：何をやっていたのかは分からないのですよ。偶々そこを通りかかって，そ

のような場面があったということだけ覚えているけれども。 

○司会：後から，それが裁判だったと聞いたのですか。 

○杉野：後から聞いたかどうか知らないけれども，皆，寮の人たちが話していたと

いうことから察すると，裁判らしきものをしたのだろうな。国選弁護士がどう
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のこうのというのだから。国選弁護士ということだけをその時初めて聞いたも

のだから。 

 
○司会：公会堂の中を見た時には傍聴者はいましたか。 

○杉野：見ていない。 

○司会：舞台の上で裁判が行われていたのですか。 

○杉野：下だったのか上だったのか，知らない。 

○司会：向かい側の一般の外来の人の席に，傍聴者はいましたか。 

○杉野：いや，それはいません。 

 

【志村康さん】 

○司会： 後にお待たせしました。志村さん，特別法廷に関することについて，お

話をお願いします。 

○志村：私は昭和２３年の入所だけれども，全く裁判があったということは聞いて

いないですね。覚えていない。ただ，昭和２６，２７年は増重文と同じ部屋で，

当時副総代をやっていた増さんから話しを聞きました。 

   公会堂の中から声が聞こえたので，そこを通りかかった人が中を覗いたとこ

ろ，証人として隈府署の巡査が２人いて，そこで検察官が巡査に対して尋問を

やっていた。Ｆさんは，離れた所に１人いて，家族が２人付いていたという。 

   検察官の警察官に対する証拠調べの尋問に対して，いろいろ疑問があるとＦ

さんがとても怒って「なんば言いよっとか」，「そらごと言うな」，「嘘を言
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うな」ということを大声で怒鳴っていた。それを覗き見ていた人が，自治会の

方に「裁判をやっている，被告がいきり立っている」ということを知らせた。

増さんという当時の副総代が公会堂に入って，覗いてみた。とにかく異様とい

うか異常さに驚いたという。 

   検察官が尋問したことに対して警察官が答える。するとＦさんが「なんば言

うとか」，「嘘言うな」と言うわけです。そうすると，警察官がしどろもどろ

になって，脂汗を拭き拭き，その都度，裁判官から制止されて，一時黙ってい

る。また尋問があって，それに対してＦさんがまた「作り話をすんな」と言う

わけです。 

   結局，警察がしどろもどろになって，これはどう見ても犯人は警察であって，

Ｆさんは無罪だろうという確信をした。そこから恵楓園から全患協運動に発展

していくわけだ。 

○司会：無実を確信したと思ったのは，裁判を見た増さんですね。 

○志村：そう。警察官が顔の汗を拭き拭きやっている姿を見て，犯人は警察の方だ

ろう，だから，検察と警察が描いたシナリオが間違っているのではないかと。

あまりにも堂々としてＦさんが声を上げていた。だから，「絶対これはやって

いないと確信をした」と言っていました。たまたま増さんは私と同じ部屋にい

たのだけれども，その話をよくしていました。全患協運動になっていくのはそ

の後ですよね。 

   Ｆさんを自治会が支援するかどうかで，大変シビアな自治会役員の選挙があ

ったり，途中で変わったのです。 

   殺人事件の控訴審の弁護士に，裁判期日がはっきりしたら知らせてくれと言

ったけれども，弁護士はなかなか知らせないということがありました。また，

弁護士が福岡で仕事があった時に裁判期日を延期してくれと申し出ても，裁判

所は聞き入れないで裁判を開いて，その時だけは弁護士が自治会役員に「傍聴

に行ってくれんか」と言い，医療刑務所の裁判を傍聴に行くと，死刑判決が二

審も出たわけですよ。二審の死刑判決は弁護士不在。 

   そのような馬鹿馬鹿しい，ハンセン病患者の命も人権もないという裁判所，

司法が犯した罪について償ってもらわなければいけないというのが，私たちの

運動です。まだ検察庁は謝っていないですから，ぜひ皆様の力で検察庁に謝ら

せてください。 高裁の方は，出張裁判について「あれは悪かった」と，違法

行為が重なっていながら，わざわざ違法（違憲）であるということを否定して

いる。 高裁長官の発言では，個々の裁判について憲法違反は触れない。しか

し，事務総局がやった出張裁判については遅くとも１９６０年以降については
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違法行為であるということを言っている。私は，ここにいる３人が生きている

間は，司法のハンセン病に対する人命軽視，および人権を蔑ろにした罪という

ものを問い続けていきたいと思っている。 

○司会：公会堂の中にＦさんの家族が２，３人いたということでしたが，一般の傍

聴者がいたかどうかは聞いていますか。 

○志村：そこは聞いていない。 

○志村：広報もない。道路を通っていたら，Ｆさんが「なんば言いよっとか」と，

すごい声で怒ったか，叫んだらしいですね。それで，何だろうかと思って（入

所者が公会堂の中を覗いた）。 

 

○司会：入所者の方は，患者出入り口辺りから眺める程度ですか。 

○志村：そう。 

○司会：傍聴席があったどうか聞いていますか。 

○志村：それはない。 

 

第４．その他質疑応答 

（菊池医療刑務所での特別法廷） 

○司会：昭和２８年３月に菊池医療刑務所ができた以降，園内では裁判をやってい

ませんが，医療刑務所の方で特別法廷が行われてから，見に行ったりしたこと

はないですか。 

○志村：それはない。 

○長州：自治会５０年史に書いてあるけれども，１回か２回行っている，自治会役
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員が，裁判傍聴に行った。 

○司会：医療刑務所で特別法廷が開かれるようになってから，自治会役員が傍聴し

た際，どのような様子だったかというのは聞いたことはありますか。 

○長州：聞いたことない。 

○杉野：聞いたことないよな。自治会としても広報はない。 

○志村：うん，何もない。 

○杉野：裁判の状況というか成り行きなどは，同じ入所者でも全然知らないままで

すよ。 

（警察留置場について） 

○志村：県警留置場で裁判をやったかどうか。 

○長州：県警留置場は厚生省が「壊せ」と言って壊した（注：自治会誌には昭和３

０年に取り壊したと記載されている）。 

   内緒だったけれども，はしごを持って寮の人と３人か４人で，夜中に留置所

に差し入れに行ったことがある。 

○司会：それは，監禁室ではなくて，警察の留置所の話ですか。今は残ってないで

すね。 

○長州：残っていない。檜や今の面会人宿泊所辺りは全部藪だった。 

   警備は留守でいるか分からないでいたから，元気な時だから，夜中に，連れ

られて加勢して梯子を持っていって差し入れしたことがある。だからＦさんが

お母さんや娘に会いたいと，隙だらけの留置場では，わざと逃がしたのではな

いか。 

○杉野：当時の留置の状況だけれども，内監禁（注：懲戒検束権に基づく監禁室で

の監禁処分）と外監禁（注：警察による留置場での逮捕勾留）といったのだ。 

○長州：留置場を外監禁，犯罪に値する者は留置場。刑に値することでも恵楓園に

入れば一生強制隔離だからと，そのまま療養させていたふしもある。外で軽い

犯罪を犯して，ハンセン病患者だったら恵楓園に入れて，それでおしまいとい

う，刑の執行などということはないような話があるようだ。 

（幔幕を張るようになった時期） 

○加藤：公会堂になってからの裁判のことですが，普段は公会堂には幕などは張っ

ていないのですよね。 

○長州：大体ない。 

○加藤：幕が張ってあった時に，何かあるのかなという好奇心もあって少し覗かれ

たということがあったと先ほどおっしゃったと思うのですが，以後，幕が張ら

れると「今度はまた裁判なのかな」などと思ったりということはなかったです
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か。あるいは，以後，公会堂に幕は何回ぐらいなどという記憶はおありなので

しょうか。 

○杉野：当時は昼間でスポーツ，卓球などをしていた。何かあると幕を張ったりし

て使っていたけれども。 

○長州：鯨幕と言うとおめでたい反対のご愁傷様という時に鯨（幕）を張る。 

○志村：白と黒。 

○長州：ここにも霊安所があるから，亡くなったら今でも鯨幕をずっと張る。 

○加藤：公会堂で幕を張った裁判を御覧になって以後，幕が張っていなかったけれ

ども裁判をやっていた，そのようなものを見た経験というのはないと伺ってい

いですね。 

○長州：ない。 

○加藤： 初は幕もなくて公なのに，途中から幕を張って， 後は医療刑務所に行

ってよけいに見えにくくなった。どんどん公開からは逆行しているような感じ

には思いました。ありがとうございます。それだけです。 

 

第５． 後に 

○司会：まとめになりますけれども，我々は，今回，特別法廷のことを調査するた

めに今日来ました。弁護士もしくは国に対して，今まで特別法廷の問題を放置

してきた司法の責任ということを我々は考えていますが， 後に何か皆様，一

言ずつ訴えたいことがあれば教えてください。 

○長州：本当にハンセン病患者ということで，裁判で簡単に死刑になったというこ

とは事実です。それは裁判所，あなた方を含めた法律家の責任と私は思う。国

賠訴訟は志村君たちがしてくれた。それまでは法律家は全く見向きもしなかっ

た。その償いというか，私たちがＦさんの無実を晴らせなければ，ハンセン病

患者の人権は回復できないという気持ちが少しでも伝わるなら，今日はよかっ

たなと私は思います。何とか加勢して，姿勢を正してもらう一助になったら，

今日は嬉しかったなと思います。 

○杉野： 高裁から来た時も言ったけれども，このように取り組んでくれることは

嬉しいけれども，とにかく５０年という月日は簡単ではない。写真や文章を見

ても，後付けになるようなことなどが錯綜して，いろいろ嘘を書いても訳が分

からない面もあるかと思う。それ程の時間。それにしても，あのような予防法

を見逃してくれたものだと思う。ここに弁護団の人たちが初めて来た時も，「今

頃なんば言うか」と言ったぐらい。そのようなことを今頃想像するような思い

があるなら，なぜ昭和２８年にやってくれなかったのか，それほど悔やんだこ
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とだった。悔やんでもどうしようもないけれども。もう，悔やんで。 

○志村：全患協運動の中で，先程話した増さんは，当時，私が入所した時は総務部

長だった。後から副総代になったのですが，中央大学の教授で国会議員でもあ

った人に，らい予防法の違憲裁判を起こしたいと申し出たことがあると増さん

は言っていた。そうしたら，「それはちょっと無理だ」と。昭和２８年，全療

協・日患同盟・全医労の３者だけが厚生省で座り込みをやったのです。そのよ

うな中で誰一人，弁護団も振り向くことをしない。そのような状況にあった。 

   弁護士さんも，法律に従うということはあるのだろうと思うのですが，らい

予防法のようなものは，これは憲法違反。昭和２８年法の時も，早い時期に改

正するべきだという付帯が付いている。しかし，それが国民運動とならなかっ

た。私たちが非力であったことも事実。法曹全体がらい予防法について，もっ

と早く目を向けてくれたらなと思います。 

   私は違憲国賠訴訟の原告団長もやっているのですが，あの杉山違憲判決を見

て本当に「よっしゃ」と思った。でも，やはり遅すぎる。 

高裁はここに来たけれども，その時も同じことを言った。「何で今頃のこ

のこやって来るのですか」と。少なくとも熊本地裁判決が確定したら，司法も

世間に問われている。 高裁は，憲法の番人なのでしょうと。憲法の番人が，

違憲判決が出てそれでも謝りに来ないとは，一体どのような了見ですかと。あ

なた方は憲法を判断する資格がないということを自ら言っているようなもので

はないですかと，それは 高裁にも申し上げています。 

   今，家族訴訟が起きておりますけれども，家族までもが隔離された状況の中

で生活をしてきたということを，どうか皆様，御理解をいただいて，家族訴訟

についても是非とも皆様の御協力をいただきたいと思います。 

○長州：私は入所して７３年になるけれども，我が家に帰ったことは１回もない。

山口県の里帰りで，１００ｍぐらいの道でじっと車を止めてわが家を見て帰る

ことが１０回ぐらいあります。親が「あなたが病気になったことでみんな迷惑

するから，約束してください」と言って，１００歳で死んだ。妹夫婦の時代に

なったら「もうおじさん，帰ってきてよかよ」と言ってくれるけれども。時代

も徐々に良くなってきて，写真を送ろうかと，航空写真で家を写した写真を見

てやや安心した。近頃は「おじさん，もうあんたが死んだら，嫁さんと一緒に

お母さんとお父さんの墓に入れてあげますよ」と，そこまで言ってくれるよう

になったから，皆様の尽力というか，司法の人たちの人権思想が普及したとい

うこと。もう一歩進みたいけれども，今のところは本当にありがたい。皆様，

司法の人たちの善意に心から感謝することがあります。 
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○杉野：それでも遅い。 

○長州：遅かったけれどもな。 

○司会：長時間，今日はありがとうございました。貴重なお話をいただきまして，

本当に感謝しております。 

                                 以上 

 

（付記） 

 第３部（「菊池恵楓園」現地視察報告）について，第１（菊池恵楓園・園内視察）

は菊池恵楓園（社会交流会館）より，第２（菊池恵楓園入所者聴取反訳）は各聴取

入所者（うち１名は故人のため遺族）より，それぞれ本調査報告書に（写真も含め

て）一般公開することにつき同意を得た上で掲載しました。 
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＜参考資料＞ 

 

第６０回 日弁連人権擁護大会（２０１７年１０月６日，滋賀） 

「ハンセン病隔離法廷における司法の責任に関する決議」 

 

ハンセン病患者に対する強制隔離政策が９０年間続けられた我が国において，ハン

セン病患者は著しい差別を受け，基本的人権が侵害され，個人の尊厳が冒されてきた。

このような差別と人権侵害は司法においても見られ，ハンセン病患者は，ハンセン病

療養所，刑事収容施設等の強制隔離施設内に特別に設置された「特別法廷」（隔離法

廷）において，非人間的な差別的取扱いの下で裁判を受けてきた（以下「ハンセン病

隔離法廷」という。）。 

強制隔離政策自体については，２００１年，「らい予防法」による同政策について

違憲判決が下され，政府は，ハンセン病患者・元患者に謝罪して控訴を断念し，国会

も謝罪決議を行った。当連合会も，２００１年１１月の第４４回人権擁護大会におい

て，ハンセン病患者への人権侵害を見過ごし，また，人権救済申立事件への対処が遅

延したことについて謝罪するとともに，国に対してハンセン病問題の早期かつ全面的

な解決を図るよう強く要望する特別決議を採択し，その後もハンセン病問題の全面的

な解決に向けた会長声明，談話を発表してきた。 

しかし，ハンセン病隔離法廷については，２００５年３月，厚生労働省が設置した

「ハンセン病問題に関する検証会議」 終報告書が，これを取り上げ，憲法違反と断

じたにもかかわらず， 高裁判所も 高検察庁も，そして当連合会も，個別具体的に

調査し，その違憲性を指摘することはなく，各自の責任は明らかにされなかった。 

２０１３年１１月，全国ハンセン病療養所入所者協議会等が， 高裁判所に対して

検証を要請したことを受け，２０１４年５月， 高裁判所は調査委員会を設置し，２

０１６年４月，調査報告書を公表し，１９４８年から１９７２年までの間，ハンセン

病患者が当事者となった９５件の裁判について，裁判所外の法廷を定型的に指定して

きた運用を認め，遅くとも１９６０年以降は，合理性を欠く差別的取扱いであったこ

とが疑われ，裁判所法に違反し，ハンセン病患者に対する偏見・差別を助長して，ハ

ンセン病患者の人格と尊厳を傷つけたとして，責任を認め，謝罪した。 

当連合会も，２０１５年８月，上記協議会等よりハンセン病隔離法廷に関して人権

回復措置を関係機関に働きかけるよう要請を受けたことを踏まえて調査を開始し，２

０１６年７月，シンポジウム「隔離法廷と法曹の責任」を開催し，当連合会会長が謝

罪の意を表明したところである。 

ハンセン病隔離法廷は，ハンセン病の伝染力が強いという偏見を基礎とした隔離政
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策の延長にあり，憲法上の平等原則に違反し，個人の尊厳を侵害し，また，公開原則

に実質的に反しており，憲法上の基本的人権の重大な侵害である。 

このような司法の場における人権侵害については，同法廷に対する責任の在り方に違

いはあるものの，裁判所，検察庁，弁護士会の法曹三者及び隔離法廷の場を設置・提

供した法務省が，それぞれの立場において解決し，再発防止を図る責任がある。 

よって，当連合会は，以下のとおり，決議する。 

１ 当連合会は，これまで長きにわたりハンセン病隔離法廷の違憲性を指摘すること

ができなかった。前記「ハンセン病問題に関する検証会議」 終報告書において隔

離法廷の違憲性が指摘された後さえも，速やかに事後的な検証・被害回復・再発防

止策の構築などの人権救済活動に取り組むことがなかった。司法による人権侵害を

防止，是正することができず，ハンセン病患者に対する偏見・差別を助長したと言

わざるを得ない。これらについて改めて深く反省し，当該当事者をはじめ，ハンセ

ン病患者・元患者及び家族ら被害を受けた全ての方々に対し，心から謝罪する。 

ハンセン病患者は医療の名の下であらゆる基本的人権が奪われ，その尊厳が踏み

にじられてきたものである。このようなハンセン病問題を教訓として，あらゆる疾

病について差別偏見による人権侵害を繰り返さないためには，あらゆる患者が医療

の客体としてではなく，主体的な権利者として個人の尊厳が保障されなければなら

ない。 

それゆえ，当連合会は，ハンセン病患者・元患者及び家族の方々が安心して社会

で暮らせるよう，全力を尽くすとともに，全ての患者の権利が保障されるよう，引

き続き，患者の権利の法制化を求めていくこと，ハンセン病問題を重い教訓として，

人権研修を行い，今後新たな人権侵害事象に直面した際に二度と同じような過ちを

繰り返さないよう，人権擁護活動に尽力する。 

２ ハンセン病隔離法廷に関与した国の関係各機関に対し，以下のとおり要請する。 

（１） 高裁判所に対し， 高裁が作成した調査報告書において１９６０年以前も含

めたハンセン病隔離法廷の違憲性を正面から認めていない点について再検討を

求める。 

（２） 高検察庁に対し，ハンセン病隔離法廷における刑事事件・刑の執行について

検証し，その検証結果を公表した上，再審請求・非常上告等を通じてハンセン病

患者・元患者及び家族らの名誉回復を図るよう真摯に検討することを求める。 

（３）法務省及び政府に対し，ハンセン病患者の刑事収容施設・刑の執行の検証を求

めるとともに，旧菊池医療刑務支所（ハンセン病患者専用の刑事収容施設）を保

存・復元して，歴史資料館を設置することを求める。 

（４）上記各機関に対し，関係資料の永久保存を求めるとともに，ハンセン病隔離法
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廷に関して収集した資料・調査結果について個人情報を除き全て公開することを

求める。 

（５） 高裁判所及び 高検察庁に対し，当連合会と協働して，再発防止のための人

権教育・啓発活動を講じていくよう求めるとともに，真に必要かつ実効的な再発

防止策等を検討するため，法曹三者のほか，元患者，有識者等を含めた「ハンセ

ン病問題再発防止等委員会」（仮称）を設置して協議していくことを提案する。 

 

憲法施行から７０年を迎える本年，当連合会は，会員一人ひとりがハンセン病隔離

法廷問題の教訓を心に刻んで人権感覚を研ぎ澄ませ，将来，二度と同じような過ちを

繰り返さないように，憲法の定める基本的人権を擁護する使命を果たすことを改めて

固く決意する。 

２０１７年（平成２９年）１０月６日 

日本弁護士連合会 

 

提案理由 

第１ はじめに 

我が国では，１９０７年にハンセン病患者に対する強制隔離が始まり，１９３

１年から全てのハンセン病患者が強制隔離の対象となって以後，１９９６年に

「らい予防法」が廃止されるまでの間，ハンセン病患者を終生隔離し断種等によ

り将来的に絶滅させることを目的とする，世界的に見ても異常な「絶対隔離絶滅

政策」が遂行された。そのため，ハンセン病は極めて強い伝染病であるという偏

見が作出・助長され，ハンセン病患者・元患者及び家族らは著しい差別の対象と

なった。 

ハンセン病患者・元患者は，強制隔離により家族・地域社会から排除され，療

養所内でも貧困な医療しか受けられず，強制的な園内作業，厳しい外出制限・懲

罰，断種・堕胎を強いられるなど，未曾有の人権侵害を受けてきた。 

しかも，今なおハンセン病患者・元患者及び家族らに対する差別・偏見は根強

く社会に残されており，ハンセン病問題は決して解決してはいない。 

 

第２ ハンセン病について 

ハンセン病は，らい菌によって引き起こされる慢性の細菌感染症の一種である

が，らい菌の毒力は極めて弱く，ほとんどの人に対して病原性を持たないため，

ハンセン病患者から感染し発症することは非常にまれである。 

さらに，ハンセン病は，仮に発症しても，致死的な疾患ではなく，自然治癒す
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る例もある上，１９４８年には我が国にも広く特効薬プロミンが導入されるなど

有効な治療薬が開発され使用できるようになり，治癒できる疾患となっている。 

 

第３ 裁判の公開原則と開廷場所 

１ 裁判の公開原則 

憲法８２条は，裁判の対審及び判決を公開法廷で行うと定め，特に憲法３７条

１項では，全ての刑事被告人の公開裁判を受ける権利を保障している。 

裁判の公開原則が定められた趣旨は，裁判の公正の確保であり，特に刑事裁判

で重ねて規定されているのは，刑事被告人の基本的人権を擁護し，適正な刑事裁

判を実現するためである。 

２ 開廷場所 

開廷場所は，原則として裁判所と定められ（裁判所法６９条１項），例外とし

て， 高裁判所が必要と認めるときは，他の場所で法廷を開くことができる（同

条２項）。 

裁判所外の開廷場所指定の手続は，担当下級審からの上申により， 高裁判所

の司法行政権の行使として裁， 判官会議の議によるべきものとされている（裁

判所法１２条１項）。 

また，開廷場所が，裁判所の内であるか外であるかを問わず，裁判の対審及び

判決等が行われる場所（法廷）は，憲法上の公開原則が満たされなければならな

い。 

 

第４ ハンセン病隔離法廷について 

１ ハンセン病隔離法廷とは 

ハンセン病患者とされた者を当事者とする裁判は，裁判所内の法廷ではなく，

ハンセン病療養所，刑事収容施設等の強制隔離施設内に特別に設置された法廷で

行われ，極めて非人間的な差別的取扱いがされてきた（「特別法廷」とも呼ばれ

ている。）。 

ハンセン病隔離法廷は，裁判所法の上記例外規定により， 高裁判所によって

認可され続けてきた。 

２ ハンセン病隔離法廷の設置の経緯 

我が国では，まず，１９０７年，浮浪患者を対象としたハンセン病患者の強制

隔離政策が始まり，１９１６年，療養所内の秩序維持のため，療養所長に懲戒検

束権が付与され，懲罰として療養所内の監禁室に収容するなどした。 

そして，１９３１年制定の旧「癩予防法」において，強制隔離の対象が全ての
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ハンセン病患者に広げられた後，更に懲罰を強化し，１９３８年，群馬県草津に

あるハンセン病療養所栗生楽泉園に「特別病室」と名付けた施設を設置して，全

国から特に重い懲罰が必要と考えた患者を収容するようになった。この施設は，

その実態から「重監房」といわれている。 

１９４７年，国会において，「重監房」の劣悪な環境のため収容者のべ９３名

中２３名が死亡した事実が明らかになったことから，国は，同年，「重監房」を

廃止し，ハンセン病患者も，裁判所による裁判を受けることとした一方で，裁判

所内の法廷を使用するのは消毒の問題があるとして，当時司法行政権を有してい

た司法省は，裁判所外に設置した臨時法廷を使用する方針とした（１９４７年１

１月１３日，衆議院厚生委員会・鈴木義男司法大臣答弁）。 

そのため， 高裁判所は，１９４８年以降，１９７２年までの２５年間，下級

裁判所からのハンセン病を理由とする裁判所外での開廷の上申を全て認可し，ハ

ンセン病療養所，刑事収容施設等に特別に設置された法廷で裁判が常時実施され

てきた（１９５４年３月２５日，衆議院法務委員会・磯崎良誉 高裁判所総務課

長答弁，１９７５年２月５日，参議院決算委員会・寺田治郎 高裁判所事務総長

答弁参照）。 

３ ハンセン病隔離法廷の原因・背景 

我が国では，戦前・戦後を通じて，ハンセン病患者に対する「絶対隔離絶滅政

策」が遂行される中，地域社会から全ての患者をなくすという官民一体の「無ら

い県運動」が全国展開され，ハンセン病は強烈な伝染病であるという誤った認識

による著しい差別・偏見が作出・助長された。 

かかる差別・偏見は司法も支配し，ハンセン病隔離法廷における人権侵害が生

じたが， 高裁判所は，日本国憲法下で２５年間にもわたり，ハンセン病隔離法

廷を認可し続け，法曹界も人権侵害性を問題にしてこなかった。 

また，法曹界全体が，基本的人権，特に少数者の人権保障の意義を十分に理解

せず，ハンセン病患者を隔離することで社会から差別されているハンセン病患者

を守ってあげるというパターナリズムに支配され，ハンセン病患者の基本的人

権・尊厳が冒されていたことに気付かなかったこともハンセン病隔離法廷問題の

原因・背景として指摘される。 

４ 熊本地裁違憲判決・厚労省検証会議 終報告書 

２００１年５月，熊本地方裁判所が「らい予防法」（１９５３年制定，１９９

６年廃止）による強制隔離政策を違憲とする判決（以下「熊本地裁違憲判決」と

いう。）を下した。 

そして，その後，厚生労働省が設置した「ハンセン病問題に関する検証会議」
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（以下「検証会議」という。）は，２００５年３月に公表した 終報告書（「法

曹の責任」部分）において，ハンセン病を理由とする出張裁判（裁判所外におけ

る開廷場所の指定）について，憲法が定める法の下の平等，裁判を受ける権利，

裁判の公開に違反する旨の指摘を行った。 

５ 高裁判所調査報告書 

２０１３年１１月，全国ハンセン病療養所入所者協議会，「らい予防法」違憲

国賠訴訟全国原告団協議会及び国立療養所菊池恵楓園自治会が， 高裁判所に対

し，ハンセン病を理由とする「特別法廷」の第三者機関による検証を求める要請

を行った。そのため， 高裁判所事務総局は，２０１４年５月に「ハンセン病を

理由とする開廷場所指定に関する調査委員会」を設置して調査を行い，２０１５

年９月には有識者委員会を設置して，ヒアリング・現地訪問等の追加調査がなさ

れ，２０１６年４月，有識者委員会意見を添付した 高裁判所事務総局調査報告

書（以下「 高裁報告書」という。）を公表した。 

高裁報告書によれば，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の上申は，１９

４８年から１９７２年までで９６件あり，うち１件の上申撤回を除き， 高裁判

所は９５件全てを認可して（そのうち９４件が刑事事件，１件が民事事件），ハ

ンセン病療養所，刑事収容施設等に特別に設置した法廷において裁判が実施され

たことが確認された。 

また， 高裁報告書によれば， 高裁判所裁判官会議は，１９４８年２月１３

日，ハンセン病を理由とする２件目の開廷場所指定の上申を認可した際，ハンセ

ン病を理由とする開廷場所指定の専決権限を事務総局に付与する議決をしたた

め，それ以後，事務総局の専決により，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の

上申を定型的に認可する運用がなされた。 

他方，ハンセン病以外の病気及び老衰を理由とする開廷場所指定の上申につい

ては，裁判官会議で審議され，１９９０年までの６１件の上申のうち，認可され

たのは９件にとどまっている。ハンセン病と他の疾患などとの取扱いには，歴然

とした差異が認められた。 

６ 当連合会の調査経過 

２０１５年８月，全国ハンセン病療養所入所者協議会等から，当連合会に対し，

ハンセン病隔離法廷に関して人権回復措置を関係機関に働きかけるよう求める

要請書が提出されたことを踏まえて，当連合会では資料収集調査を開始し，２０

１６年７月，シンポジウム「隔離法廷と法曹の責任」を開催し，当連合会会長が

謝罪の意を表明した上，同年１２月から翌２０１７年１月にかけて，各弁護士会

への調査依頼， 高裁判所・ 高検察庁・法務省・厚生労働省への資料開示請求
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及び菊池恵楓園・菊池医療刑務支所跡の現地視察・入所者聴取等を通じて調査を

実施してきた。 

 

第５ ハンセン病隔離法廷の違憲性と人権侵害 

１ 平等原則違反 

高裁判所が１９４８年から１９７２年までの２５年間にわたり，他の疾患の

場合と異なり，ハンセン病患者を当事者とする裁判について，裁判官会議での審

議も省略して，機械的・定型的に，ハンセン病療養所や刑事収容施設に設置した

隔離法廷で裁判を行ったことは，著しく不合理な差別的取扱いであり，憲法１４

条１項の平等原則に反するものである。 

この点， 高裁報告書は，ハンセン病を理由とする開廷場所指定の運用につい

て，遅くとも１９６０年以降は，合理性を欠く差別的取扱いであったことが強く

疑われ，裁判所法に違反するもので，一般社会の偏見・差別の助長につながり，

ハンセン病患者の人格と尊厳を傷つけたとして，反省し，謝罪した。 

高裁報告書が，１９６０年以降についてのみ差別的取扱いであるとする根拠

は，熊本地裁違憲判決が，「遅くとも１９６０年には隔離政策の違憲性が明白に

なっていた」と判示している点にある。 

しかし，熊本地裁違憲判決が述べるのは，行政政策の国家賠償責任を認める上

での違憲性の判断基準であり，裁判を隔離法廷で実施することが認められるか否

かの基準となるものではない。 

そもそも，ハンセン病患者から感染し発症することがまれであることは，戦前

から政府・専門家においても十分認識されていた医学的知見であって，絶対隔離

絶滅政策自体が世界的に見ても異常なものであり，ましてや裁判の過程における

接触程度で患者から感染して発症することは考えられない。しかも，戦前からハ

ンセン病患者は自然減少しており，戦後まもなく特効薬も登場して治癒する病気

ともなっていた。したがって，基本的人権を保障した日本国憲法施行当初から，

ハンセン病患者の憲法上の基本的人権を制限して隔離法廷を実施しなければな

らない必要性・理由はおよそなかったと言うべきである。熊本地裁違憲判決も，

１９５３年のらい予防法（新法）制定当初から，同法がハンセン病予防上の必要

性を超えて過度の人権制限を課すものであったと判示している。 

以上からすれば，日本国憲法施行以後にもかかわらず，ハンセン病であるとい

う理由だけで，個別具体的にその必要性を審理せず，一律に，隔離法廷を認めた

ことは，他の疾患に比較して，明らかに不合理な差別であるから，平等原則違反

と言わざるを得ない。 
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２ 個人の尊厳の侵害 

また，ハンセン病患者に対する偏見・差別に基づいた隔離法廷は，ハンセン病

患者らの個人としての尊厳を根本から冒すものである。 

１９５２年，熊本県で発生した殺人事件（菊池事件）では，ハンセン病患者と

された菊池恵楓園入所者が被疑者として逮捕され，菊池恵楓園及び菊池医療刑務

支所に設置されたハンセン病隔離法廷で裁判が行われた。法廷には消毒液の臭い

が立ちこめ，裁判官・検察官・弁護人はいずれも予防衣と呼ばれる白衣を着用し，

長靴を履き，手袋を付けた上で調書や証拠物を火箸等で扱うという極めて屈辱的

で非人間的な扱いがなされたことが確認されている。明らかに個人としての尊厳

を害する行為である。 

菊池事件に限らず，隔離法廷で同様の取扱いをしていたことは，１９５３年に

開庁したハンセン病患者専用の（未決・既決の）刑事収容施設「熊本刑務所菊池

医療刑務支所」で，職員が出入りする際は防毒衣（帽子・作業衣・予防衣・マス

ク・手袋・長靴）を着用し，消毒をしていたこと（「菊池医療刑務支所の特殊性

について」『矯正医学会誌』第４巻第２号，１９５５年），隔離法廷で刑事弁護

人を務めた弁護士の回顧録からも容易に推認できる。 

また，菊池事件では，被告人が否認しているにもかかわらず，一審の弁護人が

公訴事実を争わず，検察官提出証拠を全て同意するなど適正な刑事弁護を受けら

れない中で，死刑判決が下され，再審請求棄却翌日，即時抗告の機会を与えずに

死刑執行されるなど，ハンセン病隔離法廷のみならず，刑事司法手続全体を通し

て適正性を欠き，個人の尊厳が著しく侵害されており，このような実態・経過も，

ハンセン病患者への差別が背景にあると考えられる。 

他方，菊池事件の控訴審以降は，被告人の冤罪を主張し，死刑執行まで３次に

わたり再審請求を続けるなど，献身的に弁護活動を続けていた私選弁護人らが存

在した。特に上告審の第１回口頭弁論（１９５６年４月）では，「一審，二審と

も病院内の狭い部屋で開廷され，傍聴人も患者，親族らの極く限られた少数で特

殊の形態の裁判が行われた」ことについて，「被告人がらい病であるため隔離的

な処理がなされたことは，やむを得ないことと一般に承認されているようである

が，私はこれが問題であると思う。らい患者は別の扱いを受けなければならない

か，独りらい患者のみの関心事ではなく，良識ある国民の注意が集中し，その関

心が高まりつつある特殊の事件である」と指摘し，第２回口頭弁論（１９５７年

３月）では，ハンセン病患者故の予断と偏見を指摘するなど，ハンセン病隔離法

廷の差別性を問題にしていたことは，特筆に値する。しかし，このような隔離法

廷に対する評価・認識が広く弁護士や弁護士会に共有されるには至らなかった。 
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３ 公開原則違反 

高裁報告書は，その場所で訴訟手続が行われていることを一般国民が認識可

能で，傍聴のために入室可能な場所であれば，憲法上の公開原則を満たすとし，

ハンセン病療養所・刑事収容施設では，裁判所の掲示場及び開廷場所の正門等に

告示していたことが推認され，傍聴者がいた事例もあり，傍聴を拒否したに等し

い事情は見当たらないとして，公開原則に反しないと結論付けた。 

しかし，裁判の公開は，裁判の公正を確保するために必要不可欠な近代憲法上

の基本原則であり，裁判に対する国民の信頼を確保し，一般市民による裁判の自

由な傍聴を通して裁判の適正を監視し，それによって公平な裁判を保障する意義

があり，直接的な民主的基盤を有しない司法権の正当性を基礎付けるものである。

特に戦前の日本では「密室裁判」による恣意的な刑事手続が行われた歴史的反省

に基づき，日本国憲法で新たに全ての刑事被告人の公開裁判を受ける権利を保障

した。 

このような裁判の公開原則の重要な意義を踏まえると，掲示等によって傍聴を

許し，一般国民がその場所を訪問することが可能という手続的・形式的な理由の

みでは，裁判の公開原則が満たされたとは到底言えない。 

らい予防法上，ハンセン病患者は，一般社会から隔離されたへき地などのハン

セン病療養所に収容され，一般人の訪問は現実には極めて困難であった上，戦

前・戦後を通じた「無らい県運動」によって，ハンセン病が強烈な伝染性を有す

る恐ろしい病気であるという強い偏見・差別が一般社会に蔓延しており，一般社

会の認識として，ハンセン病療養所に近付き，さらに隔離法廷を自由に傍聴する

ことは心理的に極めて困難であった。一般人の具体的・現実的な傍聴可能性は極

めて低かったと言わざるを得ない。 

菊池医療刑務支所内で行われたハンセン病隔離法廷（全認可件数の３割弱に当

たる２６件）についても，菊池恵楓園に隣接したハンセン病患者専用の刑事収容

施設で，高さ約４メートルの塀に囲まれて厳重に警備され，隔離法廷に立ち入る

ための出入口は幅約１メートルしかないなど，その閉鎖性からすれば，出入口を

設け，掲示等によって傍聴を許していたというだけでは，裁判が実質的に公開さ

れていたとは評価し得ない。 

高裁有識者委員会意見も，激しい隔離・差別の場であるハンセン病療養所内

に設けられた法廷に一般の人々は近づき難く，平等原則違反の隔離・収容の場で

行われたとして，公開原則違反の疑いはなお拭いきれないと述べている。 

４ ハンセン病患者に対する偏見・差別の助長 

司法の場においてもこのような隔離法廷が実施されたことが，ハンセン病患者
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に対する偏見・差別を助長したと言わざるを得ない。 

 

第６ 司法の責任 

上記のとおり，ハンセン病隔離法廷は，ハンセン病患者に対する憲法上の基本

的人権を侵害し，個人の尊厳を冒した。 

ハンセン病隔離法廷は，ハンセン病患者に対する司法における差別である。 

同法廷に対する責任の在り方については，司法権の行使主体としての責任，国

家刑罰権の行使主体としての責任，弁護士法の使命に基づく社会的な責任という

違いはあるものの，裁判所，検察庁，弁護士会の法曹三者及び隔離法廷の場を設

置・提供した法務省が，それぞれの立場において責任を負うものであり，司法に

よる人権侵害は司法が主体となって解決し，再発防止を図る責任がある。 

よって，当連合会は，以下のとおり，自ら謝罪するとともに，国の関係各機関

に対し要請する。 

 

第７ 当連合会の謝罪 

１９９６年８月，ハンセン病元患者（退所者）から当連合会に対し人権救済申

立てがなされていたが，当連合会は，２００１年５月に熊本地裁違憲判決が下さ

れるまでの間に，勧告等の措置を講じることができなかった。そのため，同年１

１月の第４４回人権擁護大会において，ハンセン病患者への人権侵害を見過ごし，

また，人権救済申立事件への対処が遅延したことについて謝罪をするとともに，

国に対し，謝罪・名誉回復，在園保障，社会復帰支援，真相究明，再発防止等，

ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図るよう強く要望する特別決議を採

択した。 

そして，その後，当連合会は，宿泊拒否事件，検証会議 終報告書公表，ハン

セン病補償法改正，ハンセン病問題基本法制定の度に，ハンセン病問題の早期か

つ全面的な解決に向けた勧告や会長声明・談話を発表した。また，２０１１年１

０月，第５４回人権擁護大会では，「ハンセン病患者を隔離して差別から守って

あげる」という考えから引き起こされた，ハンセン病問題のような人権侵害が二

度と起こらないようにするため，「患者の権利に関する法律の制定を求める決議」

を採択し，２０１２年９月には，「患者の権利に関する法律大綱案」を公表した。 

しかしながら，当連合会は，ハンセン病隔離法廷自体について，その設置以降，

約７０年もの長きに渡り，その違憲性を指摘できなかった。既に述べたとおり，

１９４７年の司法大臣答弁や，１９５４年の 高裁総務課長答弁，１９７５年の

高裁事務総長答弁等においてはハンセン病隔離法廷について触れられていた。 
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さらに，１９５２年の菊池事件発生後に起きた抗議活動等を含む社会運動の高

まりや，１９５３年の「らい予防法」制定時の反対運動，１９５２年のＷＨＯに

おける隔離政策見直しの提言，１９５８年の国際らい会議（東京）における強制

隔離政策の破棄を求める決議，１９６０年のＷＨＯにおける隔離法撤廃の提唱な

どの事実が存した。しかも，上記のとおり，２００１年の人権擁護大会で特別決

議を採択し，２００５年の検証会議 終報告書でハンセン病隔離法廷が違憲と断

じられたにもかかわらず，速やかに事後的な検証，被害回復，再発防止策の構築

などの人権救済活動について取り組むことがなく，調査・検証が著しく遅れたの

である。当連合会は，司法の一翼を担い，憲法・弁護士法に基づき基本的人権の

擁護という重要な使命を負っている。それにもかかわらず，司法の場でなされた，

司法による人権侵害を防止，是正することができず，ハンセン病患者に対する偏

見・差別を助長したと言わざるを得ない。ハンセン病患者・元患者及び家族らも，

「我々は憲法の外に置かれていたのに，なぜ弁護士会は活動してくれなかったの

か」との思いが強く，ハンセン病隔離法廷に関し人権回復措置の実施を関係機関

に働きかけるよう要請された後も，当連合会は隔離法廷の違憲性を指摘できず，

十分な働きかけができなかった。 

このような反省から，当連合会は， 高裁判所の調査報告書公表後の２０１６

年７月，シンポジウム「隔離法廷と法曹の責任」を開催し，当連合会会長が謝罪

の意を表明したのである。 

そして，この間，並行してハンセン病隔離法廷の問題につき当連合会として調

査を進めて検証し，今後なすべき具体的取組の内容についてもまとめるに至った

ので，当連合会として，改めて深く反省し，当該当事者はもとより，ハンセン病

患者・元患者及び家族をはじめ被害を受けた全ての方々に対して，心から謝罪す

るものである。 

 

第８ 当連合会の具体的取組 

１ 被害・名誉回復 

ハンセン病患者・元患者及び家族らに対しては，未だに根強い偏見・差別が残

っており，故郷に帰ることも，安心して社会で暮らすこともできない。 

よって，ハンセン病患者，元患者及び家族の方々が安心して社会で暮らせるよ

う，今後も偏見・差別の除去，名誉回復，在園保障，社会復帰支援等に向けて全

力を尽くす。特に，ハンセン病患者・元患者及び家族ら被害者の方々の被害・名

誉回復を図るため，家族・遺族への損害賠償問題や再審問題も含め，リーフレッ

トの作成・配布やシンポジウムの開催などを通じて社会に訴えかけ，ハンセン病
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問題の全面解決に向けた取組を行っていく必要がある。 

２ 再発防止策 

ハンセン病患者は医療の名の下であらゆる基本的人権が奪われ，その尊厳が踏

みにじられてきたものである。このようなハンセン病問題を教訓として，あらゆ

る疾病について差別偏見による人権侵害を繰り返さないためには，あらゆる患者

が医療の客体としてではなく，主体的な権利者として個人の尊厳が保障されなけ

ればならず，そのためには，患者の権利を法律によって明確に保障することが必

要である。 

検証会議 終報告書でも，ハンセン病問題の再発防止提言の一つとして患者の

権利の法制化を挙げ「ハンセ， ン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発

防止検討会」報告書（２００９年４月）は「患者の権利に関する体系」をとりま

とめ，法制化を具体的に提言した。当連合会も，第５４回人権擁護大会（２０１

１年１０月）において，「患者の権利に関する法律の制定を求める決議」を採択

し，２０１２年９月，「患者の権利に関する法律大綱案」を公表したが未だ法制

化に至っていないので，引き続き，患者の権利の法制化を求める。 

また，二度と同じような過ちを繰り返さないためには，私たち弁護士一人ひと

りが人権感覚を鋭敏に研ぎ澄まし，敏感に人権問題を察知して，速やかに人権救

済活動に取りかかるように心しなければならない。 

それゆえ，当連合会は，各弁護士会と協力し，ハンセン病問題を教訓にして，

現地視察（資料館訪問・入所者聴取）などの方法を通じ，司法修習生・新人弁護

士をはじめとする会員に対する人権研修やシンポジウムなどを開催する。 

そして，あらゆる患者・弱者・少数者の差別を除去して人権保障を図るべく人

権擁護活動に尽力する。 

 

第９ 国の関係各機関への要請 

当連合会は，国の関係各機関に対し，次のとおり要請する。 

１ 高裁判所 

裁判所が，憲法違反のハンセン病隔離法廷について司法権を自ら行使してきた

責任は重い。 

高裁判所の調査報告書では，公開原則違反を否定し，１９６０年以前を含め

て平等原則違反に言及していない点で，重大な問題が残る。この点， 高裁有識

者委員会も，１９６０年以前の司法行政の妥当性について一層の検証と議論が必

要であると指摘している。 

よって， 高裁判所に対しては，１９６０年以前も含めたハンセン病隔離法廷
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の違憲性について再検討することを求める。 

２ 高検察庁 

検察庁が，憲法違反のハンセン病隔離法廷を通じて刑事裁判を遂行し，それに

基づいて刑を執行してきた，国家刑罰権行使主体としての責任は重い。 

よって， 高検察庁に対しては，ハンセン病隔離法廷における刑事事件の手

続・内容及びそれに基づく刑の執行を検証し，その検証結果を公表した上，再審

請求・非常上告等の刑事手続是正措置を通じて，ハンセン病患者ら・元患者及び

家族ら被害者の名誉回復を図るよう真摯に検討することを求める。 

なお，２０１７年３月， 高検察庁は，ハンセン病元患者団体に対し，ハンセ

ン病隔離法廷について謝罪したとされるが，その調査結果及び謝罪内容は公表さ

れていない。調査結果及び謝罪内容について公表することも併せて求める。 

３ 法務省及び政府 

法務省が，憲法違反のハンセン病隔離法廷の場を設置・提供し，それに基づい

て，刑の執行をしてきた，国家刑罰権行使主体としての責任は重い。 

よって，法務省に対しては，刑事収容施設で実施されたハンセン病隔離法廷の

実態，ハンセン病患者の刑事収容施設・刑の執行におけるハンセン病患者に対す

る取扱いの実態等について調査・検証し，公表することを求める。 

また， 高裁有識者委員会も提言しているとおり，世界に唯一のハンセン病患

者専用の刑事収容施設として世界的な負の遺産である旧菊池医療刑務支所（１９

５３年建設分）の塀の保存・建物の復元を行い，また，啓発の場として，歴史資

料館を設置することも併せて求める。 

４ 関係各機関 

上記各機関に対し，今後の検証及び再発防止に資するため，関係資料を永久保

存することを求めるとともに，ハンセン病隔離法廷に関して収集した資料・調査

結果は，個人情報部分を除いて全て公開することを求める。 

５ 法曹三者の協働した取組（提案） 

ハンセン病隔離法廷に関与した法曹三者は，それぞれの責任の下に協働して再

発防止策を講じていく必要がある。また，当連合会， 高裁判所， 高検察庁が，

形の違いはあれ，ハンセン病隔離法廷についてハンセン病患者・元患者及び家族

らに謝罪をした今こそ，協働していくべきである。 

そのため，まず，各機関が協力して，ハンセン病問題を題材にした教材・資料

（テキスト・映像等）を作成し，司法修習生・司法関係機関職員・一般市民に向

けた人権教育・研修を実施していくことを提案する。 

そして，真に必要かつ実効的な再発防止策等を検討していくために，法曹三者
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のほか，被害者の声を反映させ，専門的・多角的視点を取り入れるため，元患者，

有識者等を含めた「ハンセン病問題再発防止等委員会」（仮称）を設置して協議

していくことを提案するものである。 

 

第１０ 後に 

憲法施行から７０年を迎える本年，当連合会は，会員一人ひとりがハンセン

病隔離法廷問題の教訓を心に刻んで人権感覚を研ぎ澄ませ，将来，二度と同じ

ような過ちを繰り返さないように，憲法の定める基本的人権を擁護する使命を

果たすことを改めて固く決意する。 
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終わりに 
 

日弁連人権擁護委員会（医療部会）では，２０１５年８月，全国ハンセン病療養

所入所者協議会等からの要請後，ハンセン病「隔離法廷」に関する文献調査・資料

収集，現地視察，入所者・関係者へのヒアリング等を経て，２０１７年１０月の第

６０回日弁連人権擁護大会（滋賀）において，「ハンセン病隔離法廷と司法の責任に

関する決議」を採択しましたが，その後に開示された 高裁判所からの開示資料の

検討結果も踏まえて，ようやく調査報告書を公表することとなりました。 

厚生労働省（各ハンセン病療養所），特に「菊池事件」が起きた菊池恵楓園（社会

交流会館・入所者自治会），また， 高裁判所には（断片的ではあるものの）様々な

資料が残されており，資料収集・調査に多大な時間を費やすことになりました。 

（２０１９年に取り壊される前に）旧菊池医療刑務支所を現地視察した際，高さ

約４メートルの高い塀が残されており，外部からの出入口は，わずか幅１メートル

ほどの小さな扉しかなく，公道からも離れた場所にありました。菊池恵楓園に隣接

したハンセン病患者専用の刑事収容施設という特殊性やハンセン病に対する激しい

偏見差別を考えれば，入所者自治会や家族ら以外の一般市民が自由に傍聴すること

はおよそ困難であり，裁判の非公開性・差別性を実感することできました。 

また，本調査報告書公表直前，「菊池事件」国賠訴訟において，菊池事件の隔離法

廷・審理について， 高裁調査報告書を超える違憲判決が下されたことは，感無量

の思いです。 

 本調査報告書は，これまでの当連合会の調査・検証結果をまとめたものですが，

なぜ私たち弁護士・弁護士会がハンセン病患者に対する偏見・差別を看過・放置し

てきたのか，このような差別を二度と起こさないためにはどうすればよいかを考え

る契機にして頂ければ幸いです。 

 今後，ハンセン病隔離法廷問題を教訓として，ハンセン病病歴者・家族の被害・

名誉回復，再発防止のための人権研修に取り組み，全ての患者や少数者の人権保障

を図るための人権擁護活動を活発化していくことが必要と思います。 

今回の調査報告書発刊にあたり，ハンセン病療養所・入所者自治会をはじめ関係

者の方々には大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。 

 

２０２０年３月 

日本弁護士連合会人権擁護委員会（医療部会）委員 

ハンセン病「隔離法廷」調査班長 黒 木 聖 士 

 



379 
 

編著者 日弁連人権擁護委員会（第４（医療）部会委員） 

（以下五十音順・括弧内は所属弁護士会） 

加 藤 高 志（大 阪） 

木 村   正（徳 島） 

隈 元 暢 昭（大 阪） 

黒 木 聖 士（福岡県） 

小金澤 俊 裕（新潟県） 

小 林 洋 二（福岡県） 

髙 橋   良（神奈川県） 

野 村 修 一（第二東京） 

花 輪 仁 士（山梨県） 

増 田 聖 子（愛知県） 

森   浩乃輔（香川県） 

 

編集協力者 日弁連人権擁護委員会 

松 本 隆 行（人権擁護委員会委員長）（兵庫県） 

金   喜 朝（人権擁護委員会副委員長）（大阪） 

西 山   温（人権救済調査室嘱託）（第二東京） 

 

 

 

 

 

ハンセン病「隔離法廷」調査報告書 

 

２０２０年３月 

 

編著者 日本弁護士連合会人権擁護委員会 

 

 


	表紙・目次（20200323）
	ハンセン調査報告書（20200323）

